
JAYCEEがやらねば誰がやる！
あす まち

～英知と勇気と情熱をもって未来の横手の原動力となろう～

YOKOTE JCニュース

　　　　　2009年度を迎えて　　　　理事長　高橋　直樹　

　新年あけましておめでとうございます。2009年度社団法人横手青年会議所理事長を仰せつかりました高橋直
樹と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。日頃より当青年会議所に対し皆様より多大なるご支援、
ご協力を賜りまして厚く御礼申し上げます。
　1981年の創設以来、（社）横手青年会議所は「奉仕・修練・友情」のＪＣ三信条のもと、明るく豊かな社会の実
現のためにＪＣ運動を展開してきました。2009年度もこれまでに諸先輩の方々が熱き志を持って続けてこられ
たＪＣ運動を、会員が一丸となって取り組んでいきます。
【地域住民と協働し、横手の特色を活かしたまちづくりを目指します】
　私たちが暮らしている横手がもっと魅力のあるまち、誇れるまち、住んで良かったと思えるまちになるには

どうしたらよいでしょうか。2006年創立25周年を機に５年間継続すべき地域運動指針として策定した「UNITY　Concept‘06　－自
立都市横手の創造―」でも謳っていますが、横手という地域性を生かしたまちづくりを地域住民と協働して行うことが重要であ
ると思います。「創ってもらうまちづくり」ではなく、これからは「自分たちのまちは自分たちで創る」を合言葉に、青年会議所が
行政と住民の間でうまくバランスを取りながら舵をとり、横手で暮らす人々が主役となるまちづくりの実現を目指します。
【心豊かな青少年の育成を目指します】
　今の社会は物理的には豊かであるといえるでしょう。しかしながら、深刻な青少年犯罪等が目立つように、心の豊かさを失っ
ているように思います。おもいやりの心や道徳心の大切さなどをもう一度正面から見直し、未来ある子どもたちに一生懸命に頑
張ることの喜び、そして人を思いやる心、将来への希望を与えられるような青少年育成事業を行ってまいります。
　また今年度は、わんぱく相撲秋田ブロック大会を当青年会議所が主管となり開催します。次代を担う子供たちに「スポーツと
しての相撲」を通じて、「礼」を学び、「努力する」ことや「思いやり」等、社会生活に必要な徳性を養う絶好の機会と捉え、多くの
参加者を得られるようにわんぱく相撲の魅力を積極的に伝えていきます。
【ＪＣがやらねば誰がやる！】
　今年度のスローガンを「ＪＣがやらねば誰がやる！」とさせていただきました。世界的な不況といわれ、明るいニュースが少な
い時代だからこそ青年会議所は地域を照らす存在であるべきだと思います。英知と勇気と情熱を持って、今年度も市民の皆様に
とって価値ある青年会議所、求められる青年会議所であるべく事業を行ってまいりますので、皆様にはこれまで以上のご支援、
ご協力をお願い申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

　新年明けましておめでとうございます。
2009年度、高橋理事長のもと「会員交流・広報委
員会」と「会員拡大・研修委員会」の２委員会担当
の副理事長を務めさせていただくことになりま
した。
　今年は公益法人制度改正に伴い，運営改革を
する重要な年ではありますが，スローガンのサ
ブタイトル「未来の横手の原動力となろう」にあ
りますとおり、横手のために活動し、横手を元
気にするためには、私たちの活動を地域の皆様
に情報発信して、一人でも多くの志を同じくす

る会員を増やし、会員同士の絆を深め、そして地域のリーダーと
なるべき人材を育成していくことが改革の第一歩と考え、一年間
活動していきたいと思っております。
　両委員長および両委員会メンバーと共に、楽しく、実り多き一
年となるよう精一杯頑張って参りますので、皆様の御支援と御協
力をどうぞ宜しくお願いいたします。

　2009年度副理事長を仰せつかりました。
　私の担当する委員会は「未来の力育成委員会」
と「新たな組織力推進委員会」で、わんぱく相撲
の横手での開催、青少年育成事業、公益法人制
度改革への対応、３ＬＯＭ合同事業の主管が主
な事業となります。
　どちらも真剣に取り組んでいかなくてはいけ
ない事業内容ですが、委員長をはじめ委員会メ
ンバーの皆さんと出来るだけ明るく楽しく前に
前に進めていけるよう努力したいと思います。
　一年間、どうぞよろしくお願いいたします。

副理事長

吉澤　征太郎

副理事長

栗林　徹
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　2008年度高橋直樹理事長のもとまちづくり系
の「横手のまちづくり委員会」の担当副理事長を
仰せつかりました。
　昨今、先行きが見えない混沌とした時代にな
りました。しかし、こういう時代だからこそ
我々の若い力を結集し、幾多の困難を乗り越
え、明るい豊かな社会を築き上げなければいけ
ないと思います。
　その一つとしてのまちづくりという事業は非常
に重い責任のあるものと思っていると同時にやり

がいのある事業だと思います。失敗を恐れず、楽しく、皆様と一緒
にこれから一年間がんばっていきたいと思います。一年間、皆様のご
支援とご協力をよろしくお願いいたします。

　専務理事を担当するにあたり

　新年明けましておめでとうございます。
　2008年度、高橋直樹理事長のもと専務理事を
仰せつかりました。皆さんのＪＣ活動がスムー
ズそして楽しいものになる様に努力していきた
いと思っております。
　また、担当させていただく総務・事務局です
が、縁の下の力持ち的委員会です。若干地味で
すので高橋功事務局長、局員の皆様と共に頑
張っていきたいと思っております。
　初めての三役ですが精一杯頑張りますので皆

様宜しくお願い致します。

副理事長

赤川　彰

専務理事

奥山　信吾

　副理事長を担当するにあたり



　2009年の年頭にあたり謹んでごあ
いさつ申し上げます。

　私事ではありますが、昨秋、秋田
県文化功労者表彰の栄に浴し、多くの方々からの祝電・
祝意をはじめ、会員及び関係者のご列席のもと、祝賀会
を開催していただき誠にありがとうございました。
　これも偏に皆さま方のご支援・ご指導・ご協力の賜で
あり、私のみならず横手商工会議所一体となっての事業
活動とその成果に対していただいたものと、心より深く
感謝申し上げます。

　さて、2008年、特に秋以降は、サブプライムローン問
題を契機とした金融機関の破綻、アメリカ自動車メー
カービッグ３からの公的資金支援要請が提出されるな
ど、アメリカ発の経済・金融危機が全世界に及び、1929
年（昭和４年）以来の『大恐慌の再来』との声も聞こえてき
ます。
　もちろん日本経済も大きな影響を受け、地域間格差・
業種間格差の拡大で不況を脱し切れていない企業を直
撃、特に国内自動車メーカーでの従業員の削減は、県内
一の自動車関連産業の集積を誇る当地域の雇用にも大き
な影響を与えるなど、懸念が広がっております。　　
　政府には、先行きに不安を抱えている地方の中小企業
の懸念を払拭し、未曾有の経済危機を早急に乗り越える
べく有効な政策をお願いしたいものです。

　一方、横手商工会議所にとりましては、2008年は、好
評を博しております学生応援企画『学生びいき』事業の創
設、当所及び横手市、(社)横手市観光協会、横手市観光
連盟、ＴＲＹ21等関係団体とのコラボにより、日商から
の助成金を得て開催された『全国展開プロジェクト事
業・サマースクール in よこて』を始め、地域活性化イ
ベント『第５回よこての全国線香花火大会』、『第６回あ
きたＹＯＳＡＫＯＩキッズ祭り』、北東北三県のＢ級グ
ルメを集めて初めて開催された『Ｂ級ご当地グルメの祭
典 in よこて』等々への企画・立案・実行に積極的に関
与するなど、多くの事業を展開してまいりました。
　『会員事業所支援』という基幹事業とあわせて、横手商
工会議所の活動を多くの市民の方々に印象付け、認識い

　新春を迎え、皆様におかれまして
は、健やかにお過ごしのこととお慶び
申し上げます。
　昨年は、アメリカの金融問題が発端

となった世界経済の混迷により、横手市にも厳しい不況
の波が押し寄せ、この影響は自動車関連業界のみなら
ず、あらゆる業種に波及し、先行きの予測も非常に厳し
いものとなっております。市ではこれに応じた経済・雇
用対策を最優先の課題として、昨年12月に「横手市緊急

雇用対策本部」を設置し、市内中小企業・事業所や離職
者への支援を強化しているところであります。
　この厳しい情勢下、今私たちに何ができるのか、何をす
べきかをしっかり見極め、行動しなければならないと考え
ています。会員皆様には、一致団結し、この難局を乗り越
えていただくことを切にお願いするものであります。
　結びに、今年一年が会員皆様にとりまして、実り多い
年となりますことをご祈念申し上げまして新年のごあい
さつとさせていただきます。

ただけたものと確信しております。

　さらに、2009年は、９月19～20日の二日間にわた
り、大会会長に五十嵐市長、副会長に私が就任し、横
手市の総力を挙げて取り組む予定の、全国規模のイベ
ント『第４回Ｂ-1グランプリ in よこて』の開催や、い
まや秋田から東北全体のイベントに成長した『あきたＹ
ＯＳＡＫＯＩキッズ祭り』、年々多くの参加者で賑わう
『よこての全国線香花火大会』等々、横手を元気づける
イベントが予定されております。これら活性化イベン
トとあわせて、『雪まつり』に代表される、春夏秋冬
折々の伝統行事を起爆剤として、会員事業所のビジネ
スチャンスの拡大を一つの柱として、事業展開を図り
たいと考えております。

　また、『会員事業所への支援』という、もう一つの柱実
現のため、①中小企業相談所を中心として、女性経営者
支援チームの活用等による肌理細かい巡回等による小規
模事業者への経営支援、②小規模事業者の減少に歯止め
をかけるべく新規創業支援や事業承継支援、③不況・経
営不安・雇用不安払拭のための的確な方策等の提言、関
係機関への陳情・要望、④商工ニュースよこて・市民版
等による組織・事業の周知を通じて、横手市民に理解・
支持される『市民商工会議所へのチェンジ（変革）』、等々
に力を傾注してまいりたいと考えております。

　前述したように、私たち執行部がキーワードとして掲
げております『地域振興』、『会員事業所への支援』の二つ
の柱を実現すべく、2009年度は、継続事業の更なる充実
と、会員事業所の基盤強化、地域活性化、地域力向上の
ための新規事業も視野に入れながら事業展開を図ってま
いりたいと考えておりますので『横手商工会議所』に、ぜ
ひご期待ください。

　2009年、本年は不況に臆することなく、執行部・役
員・議員・職員一丸となって横手市の発展と、会員事業
所の支援に、さらに『積極・果敢に挑戦』してゆくことを
お誓い申し上げますとともに、(社)横手青年会議所会員
皆さまの益々のご発展とご活躍をご祈念申し上げ、年頭
のごあいさつといたします。

年頭のごあいさつ
横手市長　五十嵐忠悦

年頭のごあいさつ　　―不況を乗り越え、積極・果敢に挑戦する年に―
横 手 商 工 会 議 所　会  頭   岩 佐 佳 政



会員交流・広報委員会

委員長　佐藤　稔通

　新年明けましておめでとうござい
ます。今年度、会員交流・広報委員
会の委員長を務めさせていただく事
になりました。今年は45名でのス
タートとなりますが、会員同士とそのご家族も含め、
密に交流できるよう全員が楽しめる企画を開催してい
きたいと思います。また、ＯＢ会員の皆様との交流も
新しい企画で取り組んでまいります。
　当委員会の職務として広報業務も含まれております
ので、フレッシュな写真撮影に努め、皆様が読みやす
いＪＣニュースを作成いたします。ホームページも適
時更新いたしますので、是非ご覧いただけるようお願
い申し上げます。少数精鋭の委員会メンバーで協力し
合い頑張りますので、一年間どうぞよろしくお願い致
します。

横手のまちづくり委員会

委員長　寺田　創

　新年明けましておめでとうござい
ます。
今年度「横手のまちづくり委員会」の
委員長を務めさせていただくことに
なりました。
　今年は12年目を迎える「一戸一かまくら運動」から始
まり、さらに横手の基幹産業である「農業」をテーマと
して事業に取り組んでいきます。
　いずれの事業でも、ＬＯＭ内のメンバーだけにとど
まらずに外部の組織や団体の方々、この地域に暮らす
人たちと協力しあい運動を展開したいと思います。
　2006年に入会してから４年目に入り、卒業も近く
なってきました。まだまだ至らない点が多いですが、
この１年がよい思い出になるよう楽しくしっかりと活
動していきたいと思います。ご指導よろしくお願いい
たします。

未来の力育成委員会

委員長　大嶋　貴広

　今年度、未来の力育成委員会の
委員長という大役を引き受ける事
になりました。今までは何気なく
ＪＣに携わってきましたが、昨年
の予定者の段階から何度も理事会に参加し、また自
分の委員会を開催と、今までにはない忙しさと、充
実感で既におなかが一杯です（笑）
　さて、今年度、当委員会では横手市内の小学生の
高学年を対象に、徒歩で行く保呂羽山少年自然の家
でのキャンプを行いたいと思っております。普段は
見慣れた道でも「歩く」事で、自然の素晴らしさ、そ
して仲間たちとの思いやりの心を再発見できるので
はないかと考えております。一泊二日という短い期
間ではありますが、高校生のボランティアもお願い
するつもりですので、楽しく思い出に残るような事
業にしていきたいと考えております。不慣れな私を
サポートしてくれています担当副をはじめ委員のメ
ンバーに感謝しつつ、事業が成功出来るように頑張
りたいと思います。

会員拡大・研修委員会

委員長　村岡　義則

　新年明けましておめでとうござい
ます。今年度、会員拡大・研修委員
会の委員長を務めさせていただく事
になりました。近年続いている会員
の減少は青年会議所の最重要課題のひとつとなってい
ます。当委員会が一年を通して会員拡大運動を行って
いく中で、会員またはＯＢ会員からの候補者の情報収
集が必要不可欠となっていきます。些細な情報でも構
いませんので、情報提供をお待ちしております。
　また、会員拡大を行っていくためには会員自身が青
年会議所の活動に自信や魅力を感じていなければなり
ません。その為に会員に青年会議所の活動を再認識し
てもらう研修等も行っていく予定です。今年一年間、
当委員会が主体となって積極的な会員拡大運動を実施
していく訳ですが、横手青年会議所会員一丸となって
の会員拡大運動となっていく事を期待しておりますの
で、皆様ご協力よろしくお願い致します。一年間よろ
しくお願い致します。

総務・事務局

局長　高橋　功

　新年あけましておめでとうござい
ます。
　今年度、総務・事務局長を担当さ
せて頂くことになりました。ＪＣに
入会して初めての大役に期待と不安でいっぱいです
が、皆様からのご指導とご協力を頂きながら頑張って
いく所存です。
　私の中で総務・事務局とは、【ＪＣの縁の下の力持
ち】というイメージがあります。表には出なくても決
して手は抜かず、一生懸命頑張って今年度のＪＣ活動
がスムーズに運営できるよう事務局員一同一丸となっ
て精一杯頑張っていきたいと思います。
　至らない点も多々あるかとは思いますが、皆様のご
支援ご協力をお願い致します。一年間宜しくお願い致
します。

新たな組織力推進委員会

委員長　鶴田　典治

　この度、新たな組織力推進委員
会の委員長を務めることになりま
した。
　この委員会は、新公益法人制度の
施行に伴い、横手青年会議所がどの方向に向かってい
くかを会員に周知させることを目的に活動していきま
す。まずは私たち委員会メンバーが理解しなければな
らないので、非常に重要な立場だと感じています。こ
の会員の減少が著しい現在において、皆でよい方向に
進めるよう頑張っていきたいと思います。
　また、もう一つが３ＬＯＭ合同事業の企画・運営
です。長年、大曲JCと湯沢JCとで持ち回りで行って
いる事業ですが、３ＬＯＭの交流も含めてそれぞれ
の今後に繋がる事業を考えていきます。
　委員会メンバーの人数も少ないですが、皆で力を
合わせて頑張っていきますのでご協力をお願い致し
ます。
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　2008年大晦日から2009年元旦にかけ横
手市の神明社にて、毎年恒例の元旦行事
を行いました。
　当日はわずかに雪がちらつく程度の天
候だったため、大勢の参拝客の方々が初
詣にお見えになっておりました。
　私達横手ＪＣでは甘酒を振舞い焚火を
焚いて、参拝に来られた方々に温まって
いただきました。
　また本殿にて今年1年の横手青年会議所
の事業の成功を祈願し、ご祈祷をしてい
ただきました。
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　今年もかまくらの時期が近づいて参りました。2009年度（社）横手青年会議所では「一戸一かまくら運動実行
員会」を組織して

・小正月行事としての「かまくら」の伝統を受け継ぎ、次世代へしっかりと伝えるためのかまくら製作の呼びかけ
・観光スポットなどに向かって導線となるようなミニかまくらロードの製作
・横手南小学校グラウンド内では暖の取れる休憩所の設置そして甘酒の提供

以上の３本柱を軸としてこの一戸一かまくら運動を推進します。
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　今年度も我々と一緒に「ミニかまくらロード」を作っていただけるボランティアを募集しております。個人、
団体を問わず、市民の皆様のご参加をお待ちしております。

日　　時●製作：平成21年２月14日　午後１時～
集合場所●横手南小学校グラウンド内
　　　　　横手青年会議所本部テント前
製作場所●①横手南小学校～横手幼児園付近
　　　　　②横手南小学校～かまくら館付近
備　　考●当日はスコップと移植ベラを持参ください。
　　　　　野外での活動になりますので防寒対策を万全にお越しください。
　　　　　参加いただける方は２月８日（日）まで下記宛にお申し出ください。

お申込み
お問い合わせ

（社）横手青年会議所　「一戸一かまくら運動実行委員会」事務局
横手商工会議所内　担当：木匠、伊藤
ＴＥＬ：３２－１１７０　　ＦＡＸ：３２－９９８７
E－mail : info@yokotejc.jp
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