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脚下照顧 〜誠実な歩みで未来を切り開く〜
2022 新年号

2022年度を迎えて
新年おめでとうございます。

日頃より当会の活動に対し、皆様からの格別のご理解とご協力を賜り心から御礼申し上げます。
この度、理事長の大役を拝命することとなりました蓬田太一と申します。入会してからJCの活動・運
動は、私の人生に大きな影響を与えるほどの濃密で価値ある経験でした。県外出身者として当会に入会
した私ですが、これほどまでに横手に触れ横手を知り横手を好きになったのも横手青年会議所に携わっ

理事長

よもぎだ

たみなさまのおかげだと確信しています。卒業まで残すところ2年となり、無償の愛で当会の発展の為に

た いち

蓬田 太一

尽力いたします。
さて、2022年度は「脚下照顧 〜誠実な歩みで未来を切り開く〜 」をスローガンに掲げ運動を展開し

てまいります。脚下照顧とは、自分の足元をよくよく見よという意味の言葉です。新型コロナウイルス感染症の影響により、私た
ちＪＣの運動も転機を迎えています。さまざまな技術がさらなる進化を遂げる今、情報に惑わされることなく、基本に立ち返り、
時代のニーズを捉え、未来を切り開く団体であり続けなければならないという想いでこのスローガンに決定いたしました。
結びに、皆様には今までと変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げますとともに、本年が皆様にとりまして素晴
らしい年となりますことを心よりご祈念申し上げます。
１年間よろしくお願いいたします。
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皆様にも情報を展開できるよう挑戦してまいりま

で、私自身初めてのチャレンジと
なり、身の引き締まる思いでおり
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心掛けてまいります。デジタル活用も駆使して、
す。1年間よろしくお願いいたします。

我々JCは、40代までの青年世代が在籍している組
織であるからこそ、時代のニーズを捉え、変化に常に

新年おめでとうございます。

対応していける瞬発力があります。その力を維持しつ

2022年度、蓬田理事長の新体制のもと、専

つ、今年度は蓬田理事長がスローガンに掲げる「脚下

務理事を仰せつかりました子野日円美と申しま

照顧」の名のもと、基本に改めて立ち返り、メンバー

す。今年は、正会員24名でのスタートとなる横

それぞれが自身の足元を固めた上で運動を推し進めて

手青年会議所ですが、着実に新たなメンバーも

いくことを第一に邁進してまいります。
また、今年度は両委員会を担当する委員長がどちら
も初選任となります。フレッシュな2人の委員長が伸
び伸びと事業構築を行い、地域に喜ばれる運動が展開

ね

専務理事
の
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増えてまいりました。スローガンにございます
「脚下照顧」の言葉のもと、私自身も専務理事
としての自分の行いを常に振り返りながら、会

員の皆様と一緒に組織の在り方を学んでいく所存です。

できるよう全力でサポートしていく所存でおりますの

先輩所見の皆様が紡いできてくださった横手青年会議所が気持

で、引き続き皆様からのご指導、ご鞭撻の程宜しくお

ちよく続いていくように、また、住み暮らす横手がより良いまち

願い申し上げます。

になるよう精進してまいります。１年間どうぞよろしくお願いい
たします。

年頭にあたって
あけましておめでとうございます。横手青年会議所の皆様におかれまして
は、日ごろから柔軟な感性と若さあふれる行動力で、各団体との協働事業やＳ
ＮＳを駆使した情報発信など、さまざまな活動を通して地域に貢献いただいて
いることに対し、厚く御礼申し上げます。
昨年度から猛威を振るっております新型コロナウイルス感染症は、全国的に
感染者数が減少傾向にあり、収束に向かって着実に前へ進んでいると確信して
おります。市といたしましては、引き続き地域経済の回復を図るとともに、コロ

髙

横手市長

橋

ナ禍の後に来る時代を見据えたあらゆる施策を講じていく所存です。そして50

大

年後、100年後も、この横手市が多くの人々を引きつける「引力を持ち続ける都
市」となるように、これからも皆様とともに、全力で挑戦し続けます。
新しい年が皆様にとりまして明るい輝く年となりますよう心からお祈り申し
上げまして、年頭のごあいさつとさせていただきます。

年頭のご挨拶
新年明けましておめでとうございます。
令和４年の年頭に当たり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
約２年に渡る新型コロナウイルス感染症の世界的流行が、各国の経済・社会
に甚大な影響を及ぼし、あらゆる行動・思考・価値観に変化をもたらしまし
た。我が国ではワクチン接種が順調に進み、感染者数が減少したことで、平常
の生活に戻りつつありましたが、新たな変異株の出現により再び予断を許さな
い状況になっています。
横手商工会議所は昨年も市や県・国とともにコロナ禍を乗り越えるための活
横手商工会議所
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部
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動を中心に据え、金融支援を始め助成金、補助金など各種支援の申請相談に対
応してきました。
また、市内経済の落ち込みを防ぐために実施された「横手市内宿泊支援事

業・泊まっておトク！横手宿泊キャンペーン」や「プレミアム付き飲食券発行事業」、新型コロナウイルス
感染症の影響により負担が増している低所得世帯と子育て世帯の生活支援策として実施された「横手市生活
応援商品券事業」などに取り組みました。
一方で、昨年の世相を表す漢字が「金」になったように、東京五輪で日本選手団が史上最多となる２７個
の「金」メダルに輝き、大谷翔平選手が大リーグでMVPを獲得するなど各界で「金」字塔を打ち立てるとい
う明るい話題もあり、コロナ禍で暗い気持ちになる中で勇気や希望を感じた方も多かったのではないでしょ
うか。
令和４年の干支「壬寅（みずのえ・とら）」は「陽気をはらみ、春の胎動を助く」という意味で、冬が厳
しいほど春の芽吹きは生命力に溢れ、華々しく生まれる年になる、と言われています。コロナ禍の厳しい冬
の時代を乗り越えれば、明るい豊かな社会が待ち受けると信じ地域を支えていきたいと思います。
貴青年会議所が、前身である横手青年経営者会から青年経済人としての理想と情熱を受け継ぎ、明るい豊
かな社会のために継続して活動されていることは、横手商工会議所としても誠に心強く感じております。
結びに、新しい年が皆様にとりまして実り多き一年となりますよう、また横手青年会議所のますますのご
発展とご活躍をご祈念申し上げ、年頭のご挨拶と致します。
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新年おめでとうござい
ます。まちづくり委員会
委員長の職務を預かる
ことになりました中村建
太と申します。当委員会
は、横手市の『まち』にフォーカスし、横手市
の本当の課題やニーズを把握し、それらの問題
を可視化した上で、解決できる最善の手法を用
いた、地域を明るく照らす！まちづくり事業を
実施します。年間テーマ「競争から共創へ～All
Yokoteで持続可能なまちづくり～」のもと、横
手市のあらゆる側面に光を当て、地域社会全体
が発展していくための事業を展開すべく、一歩
一歩あゆみを進めてまいります。1年間どうぞ
よろしくお願いいたします。
初めての委員長経験ですが、温かく見守って
いただければ幸いです。蓬田理事長が掲げるス
ローガン「脚下照顧 〜誠実な歩みで未来を切
り開く〜 」のもと、横手の良さを見つめ直し新
たな時代に対応していけるまちづくりを展開し
ていきます。よろしくお願いします。
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新年おめでとうござい
ます。
2022年度、青少年育成
委員会の委員長を務めさ
せていただきます古内秀
和と申します。青年会議所に入会して3年目、
初めての委員長です。委員会テーマとして「刺
激 遊んで学んで新たな時代を切り開こう！！」
に決めました。小学生から高校生までを対象に
子どもたちが遊び感覚で実体験でき、様々な経
験ができる事業を行います。そして、その経験
を生かして将来的にいろんな角度から物事が見
られる柔軟な考えをもてる大人になってもらい
たいと考えております。
単年度制で毎年役職が変わる団体でもあるた
め１年間自分の色を出して頑張りたいと思いま
す。至らぬ点もあると存じますが、皆様からの
ご指導の程何卒よろしくお願い申し上げます。
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新年おめでとうございます。
2022年度、会員拡大委員会委員長
を務めさせていただきます、小松太史
と申します。
横手青年会議所は地域の明るい豊
かな社会の実現に向けて活動しております。
会員拡大委員会の今年のテーマは、「みんなでやれば革
命！組織で惹きつける会員拡大委員会～経済人として成長～」
です。
基本方針は15名の入会を目標とします。自己成長の先に魅
力ある組織がありますが、同時に横手ＪＣが影響力のある組織
に成長できなければ、存続できません。そのためにまずは委員
会が率先して、経済人としての成長を追求します。
また、会員候補者がＪＣライフと共生したくなるような環
境、すなわち【ＪＣがステータスと自覚できる環境】を発信
し、現会員と更なる成長を育みます。我々が目指す、横手を
住みたい街から、住み続けたい街へ変化させ、横手青年会
議所としての運動指針「Vitality Action！活力あふれる横
手市」を実現します。
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新年おめでとうございます。2022
年度、総務・事務局局長を勤めさせて
いただきます、菅原京子と申します。
若輩者ではございますが、何卒よろし
くお願いいたします。
さて、2022年度の総務・事務局はSNSを活用し、日頃の
活動・運動や事業内容、会員紹介、そしてSDGs関連活動を
より多くのかたへお伝えすることを目標としております。ま
ず、なにより横手青年会議所がどのような活動・運動を展
開しているのか、そしてどのような事業を行っているのかを
メインに、適切な情報をより正確にお伝えできるよう努めさ
せていただきます。またSDGs推進団体として、横手青年会
議所が今まで取り組んできたこと、これから取り組んでい
くことを情報提供し、我々のみならず、SNSを見ていただい
た皆様と持続可能な社会を目指せるよう取り組んでまいり
ます。
最後になりますが、今年度総務・事務局のテーマは｢自他
共栄-one for all all for one-｣でございます。この意味は｢1
人は皆のために、皆は1人のために｣です。皆のために自分
ができることを全力で行い、1人でも困っている人がいれば
全員でその人を支えられるような横手青年会議所に成長し
ていけるよう設定いたしました。このテーマを胸に1年間邁
進して参りますので何卒よろしくお願いいたします。
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慶紀

①1991.12.21
②ソフトウェア開発
③渡敬情報システム㈱

渡敬情報システムの伊藤慶紀と申します。2021年6月
に入会させていただきました。
横手の地をもっと知り、地域貢献できるよう努めてま
いります。また、自分自身の成長にも繋げていきたいと
思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
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①1996.6.5
②飲食業
③大衆酒場 赤兎馬

横手市中央町で「大衆酒場 赤兎馬」と「大衆焼肉
髭ちゃびん」を経営してます、鈴木悦史です。昨年のJC
の活動を通して、沢山の人と繋がりを持ち自分のお店に
も興味を持っていただきました。今後はもっといろんな
活動に顔を出し率先して動き、横手のため、未来のため
に行動して若い力で横手を盛り上げたいと思っていま
す。これからもよろしくお願いします。
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①1985.3.4
②経営・教育コンサルタント業
③TMZ

中村建太と申します。2021年1月に入会致しました。
教育・経営コンサルティングをしております。JCは地域
との繋がりを広げ、自分自身を成長させられる場である
と昨年の活動を通じて実感致しました。今年度は若輩な
がら委員長も務めさせて頂きます。よりよい地域づくり
に貢献します。
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①1985.4.1
②飲食業
③正念場

横手市中央町で、「正念場」と「不眠仲間」という飲
食店をやっている小沼晃太です。JCの活動を通して色々
な方々と出会い、経験していきたいです。入会したてで
分からないことばかりですが、皆様どうぞよろしくお願
いいたします。
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髙橋

ゆう た ろう

勇太 郎

①1987.12.1
②建築大工
③タカセイ建築

新入会員の髙橋勇太郎と申します。私は昨年JC活動を
通じて、事前準備の大切さや、人々の繋がりの大切さを
学びました。これからは、横手の色々な方々と交流をし
ていき、横手に貢献していければと思います。
１年間、どうぞよろしくお願いいたします。
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畑
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貴將

①1997.2.16
②動画・サウンドクリエイター
③DECO creation work studio

畑貴將と申します。音楽や映像を制作する仕事をして
おります。地域を知り、仲間と協力し、自分の強みを惜
しみなく発揮していきます！
どうぞよろしくお願いいたします。
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