2018 年度スローガン

2018 年 冬号

月

新春祝賀会
会員拡大・研修委員会

平良木

修

1 月 25 日(木）に松與会館にて、新春祝賀会を開催いたしました。
今年もお足元の悪い中、大勢のご来賓の皆様にお越し頂き、遠
藤理事長をはじめとする 2018 年度横手青年会議所の三役、監
事、各委員長をお披露目することができました。
日頃からお世話になっている来賓の皆様、先輩方、県内外の各
JC の方々のご期待に添えるように"勇往邁進"してまいります！
ご出席いただきました皆様、ありがとうございました！

「知ろう・探ろう

まちの課題」

月 ～横手を想う各団体と協働するまちづくりの実現に向けて～
まちづくり委員会

委員長

津村

侑弥

2 月 21 日(水）
、よこてシャイニーパレスにて、2 月例会「知ろう・探ろう まちの課題」
～横手を想う各団体と協働するまちづくりの実現に向けて～を開催いたしました。
当日は 22 団体 31 名の外部各団体の皆様のご出席の下、会員と共にまちの課題について話
し合うことができました。「まちの気になる部分も視点を変えれば魅力的なところに変わ
る」、年齢や性別、立場も違う方にご参加いただけたからこそ、たくさんの貴重な意見を得
ることができたと感じております。皆様の横手を想う気持ちを今後の実行委員会で生かし
てまいります。ご出席いただきました皆様、ありがとうございました！

月

異業種交流会
会員拡大・研修委員会

3 月 22 日（木）、よこてシャイニーパレスにて 3 月例会「異業種交流会」
を開催いたしました。
当日は、27 名もの一般参加の皆様にお越し頂き、会員合わせて総勢 59
名の青年経済人が相集う、熱気あふれる例会となりました。
昨年の事業活動の動画上映から始まり、名刺交換時には多少緊張の様子
も見受けられましたが、お酒の入りと合わせて徐々に緊張も解け、話題
はそれぞれの仕事や各団体の活動などさまざまで、横手で活躍する青年
経済人同士、大いに交流を深める事ができました。
ご参加頂いた皆様には感謝申し上げると共に、皆様と一緒に活動できる
ことを切望しております。

平良木

修

月

AI from Future〜人工知能との共存〜
青少年育成委員会

委員長

髙橋

征宏

4 月 27 日（金）、横手市立横手北小学校にて 4 月例会「AI from
Future〜人工知能との共存〜」を開催しました。
本事業は 6 年生を対象に、昨年度の日本青年会議所シンギュラリ
ティ研究委員会から小川利幸君を講師としてお招きしてご講演
いただくとともに、青少年育成委員会が考えた人工知能について
のゲームを通して人工知能について学習してもらいました。
人工知能と聞いた時にイメージする「敷居が高い」や「難しい」
をかみ砕いて、分かりやすく小学生たちに伝えられたのではない
かと思います。子どもたちの鋭い質問もとても印象的でした。

議案書作成セミナー

月

会員拡大・研修委員会

平良木

修

5 月 21 日（月）、5 月例会「議案書作成セミナー」を、九品寺様本堂
（横手市前郷一番町）をお借りしまして、参加者総勢 33 名（会員候
補者含む）出席の下開催いたしました。
（公社）八戸青年会議所より山子泰典君を講師としてお招きし、
「JC
とは何か、JC の意義や目的」についてと、「議案書の作成方法」に
ついてご講演頂き、その後のグループディスカッションにてそれぞ
れの考えや想いを話合う事で、JC への想いを再認識することのでき
た例会となりました。
参加頂きました会員候補者の皆様、誠にありがとうございました。
一緒に活動できますことを切に願っております。

月

演劇でレッツ！コミュニケーション‼
青少年育成委員会

委員長

髙橋

征宏

6 月 24 日（日）、6 月例会「演劇でレッツ！コミュニケ
ーション‼」を開催しました。当日は、劇団わらび座様
の講師をお招きし、小学校 4 年生～6 年生を対象に、
身体をほぐすゲームや実際に台本を読んで演じてもら
う等、共感力を伸ばすレクリエーションを行うことで、
コミュニケーションに自信を持ってもらうきっかけと
なったと思います。保護者や会員も一緒になって身体
を動かす時間もあり、大人も楽しむことができた例会
でした。ご参加いただきました小学生、保護者の皆様
ありがとうございました。

ブロック大会 in 鹿角に行こう！

月

総務・事務局

局長

照井

友也

局長

照井

友也

7 月 7 日（土）～8 日（日）、7 月例会、移動例会「ブロック大会 in 鹿角に行こ
う！」と題しまして、鹿角市にて開催された秋田ブロック大会へ参加するとい
う例会を開催しました。今年度はブロック会長輩出 LOM ということもあり、
非常に多くのメンバーで参加することができました。大会を通じて学んだこと
を今後の私たちの運動に活かすことができるよう邁進してまいります。

月

ＯＢ交流納涼大会
総務・事務局

8 月 24 日（金）、8 月例会「OB 交流納涼大会」を開催しました。
毎年恒例の行事ではありますが、本例会では日頃よりお世話になっている
OB の皆様をお招きし、現役メンバーで感謝の気持ちを込めておもてなしを
させていただきました。今年度も多くの OB の皆様にご参加いただき、アト
ラクションやお酒を交えて有意義な時間を過ごすことができました。
ご多忙中のところ、当例会にご臨席賜りました OB の皆様、誠にありがとう
ございました。

月

レッツ！キャンプ！
ぼくもわたしもレベルアップ大作戦！
青少年育成委員会

委員長

髙橋

征宏

9 月 15 日（土）
、16 日（日）
、9 月オープン委員会「レッツ！キャンプ！ぼく
もわたしもレベルアップ大作戦！」を開催しました。本オープン委員会は、
子どもたちの判断力を高めることを目的としていました。その為、一人ひと
りがグループの中で役割を持ち、全てのレクリエーションにおいてグループ
ごとに話し合い、自分たちで方向性を決めてもらう内容としました。実際に、
それぞれが役割を意識し、全員の話し合いによりレクリエーションが進行し
ていく様子を見て、2 日間での子どもたちの成長を感じることができました。

よこラボプロジェクト実行委員会主催

「横手の伝統おやつ

みそっこを学ぼう」

まちづくり委員会

委員長

津村

侑弥

9 月 29 日（土）、よこラボプロジェクト実行委員会主催の「横手の
伝統おやつ

みそっこを学ぼう」に参加する事業を開催しました。

2 月から市内各団体と協働し計画してきた活動も、ようやく 1 回目
の事業として開催することができました。初めての運営で、細か
なハプニングは多々ありましたが、なんとか対応できたことも大
きな学びとなりました。
2019 年度も会員の意見と実行委員会の計画を組み合わせながら、
より良い事業を構築してまいります。

接遇マナー研修会
～品格ある JAYCEE へ～

月

会員拡大・研修委員会

平良木

修

10 月 17 日（水）よこてシャイニーパレスにて、総勢 35 名で、10 月
例会「接遇マナー研修会～品格ある JAYCEE へ～」を開催しました。
講師の加藤菜津子様より、接遇マナーの基本から実際の立ち居振る舞
いや宴席でのマナーなど、より実践的な内容の研修会で新たな気付き
の機会となりました。
青年経済人として接遇の精神を持って、今後の活動に活かして参りた
いと思います。最後に、一般参加としてご参加頂きました皆様、誠に
ありがとうございました。

よこラボプロジェクト実行委員会主催

月 「横手の伝統おやつ

みそっこアレンジコンテスト」
まちづくり委員会

委員長

津村

侑弥

11 月 11 日（日）、11 月例会として、よこラボプロジェクト実行委員会主催の「横手の
伝統おやつ

みそっこアレンジコンテスト」に参加する事業を開催しました。

年間を通して、実行委員会で検討してきました事業がようやく成果として、市民の皆様
に発表することができました。これまでの積み重ねから学んだこと、コンテストを実施
して初めて分かったこと等々がたくさんあります。今回得ることができましたたくさん
の気づきは実行委員会でまとめ、当青年会議所内部でも共有していきたいと思います。
コンテストで受賞したレシピを一過性のものとせず、地域に、家庭に普及させていくか
をテーマに実行委員会では、まだまだ活動してまいります。

月

卒業式
総務・事務局

局長

照井

12 月 21 日（金）、12 月例会「卒業式」を開催しました。
今年度は 8 名の方が晴れて卒業を迎えました。これまで JC に対して多大
な貢献をされてきた皆様ですので、寂しい気持ちや涙もあったようです
が、多くの OB の皆様にも祝福していただき、笑顔で卒業していただく
ことができました。長い JC 生活、大変お疲れ様でした。
この卒業式をもって横手 JC の 2018 年度の事業は全て終了いたしまし
た。2018 年度の運動・活動にご協力、ご支援いただいた皆様に感謝申し
上げます。誠にありがとうございました。2019 年度もどうぞよろしくお
願いいたします。

一般社団法人横手青年会議所の事業はホームページにて随時掲載しております。
ホームページ http://www.yokote.jp/

Facebook も随時更新中です！
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