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Move on ～ブチ上げろ ‼ 変革の能動者となれ～
2021 新年号

2021年度を迎えて

理事長

鈴木

新年おめでとうございます。
2021年度理事長を仰せつかることになりました鈴木武と申します。日頃より横手青年会議所の運動・
活動に多大なるご理解ご協力を賜っていることに対しまして、心より感謝を申し上げます。また、本年
は横手青年会議所が創立40周年を迎えます。これまで地域の健全なまちづくりと健全な青少年育成の運
動をつないでこられました先輩諸氏に深く感謝と敬意を表するしだいであります。
さて、昨年新型コロナウイルス感染症の影響によって社会情勢が急激に変化し、我々の運動活動も非
常に動きにくくなっておりますが、本年はコロナ禍であっても、この地域のために「Move on ～ブチ上
げろ‼変革の能動者となれ～」のスローガンのもと、今できる最大の運動活動を展開してまいります。
結びとなりますが、2021年も横手青年会議所に対しましてご理解とご協力を賜れるようお願い申し上
げます。
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え、力強く駆け抜けてまいります。
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動していく組織運営を心掛けてまいります。
でも運動活動を展開していく姿を会員だけで

年頭にあたって
あけましておめでとうございます。２０２１年は、「観測史上最大の大雪」と
いう、まさに記録にも記憶にも残る幕開けとなりました。連日の雪との格闘で、
心身ともにお疲れのことと思います。心よりご慰労申し上げます。また、日ごろ
から横手青年会議所の皆様におかれましては、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ＳＮＳ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の影響によるこ

髙

横手市長

橋

大

の難局を、様々な創意工夫により乗り切ろうと励んでおられる皆様の努力に、
心より敬意を表する次第です。市といたしましては、今年も引き続き、市の発
展のため、また「アフターコロナ時代」を強く生き抜くことができる横手市の

実現に向け、様々な施策を講じながら、皆様とともにこの危機を乗り越えていく所存でございます。
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
2021年の新年を迎え、謹んでお慶び申し上げます。
昨年は、新型コロナウイルスの影響により東京オリンピック・パラリンピッ
クが延期になるなどイベントや行事が軒並み中止・延期になり経済活動にも
多大な影響を与えました。今後、どのような形で収束するのか、コロナ禍以前
の日常に戻れるのか、不確実な状況のまま新年を迎えたことは残念でなりませ
ん。
そのような厳しい一年でしたが、菅義偉氏が第99代首相に就任し、秋田県
横手商工会議所

渡

部

尚

会頭

男

出身者初となる総理大臣が誕生する嬉しいニュースもありました。
新型コロナウイルスは私たちの生活を一変させましたが、横手商工会議所は
市や県・国とともにコロナ禍を乗り越えるために金融支援や「先払い応援チ

ケット」の販売、給付金等の各支援策の申請相談に奔走してきました。幸い横手市は感染者も少なく、迅速
かつ的確な行政の支援策もあり経済的にも比較的落ち着いた状況で推移してきたと思います。
さて、貴青年会議所が創立40周年を迎えるにあたり、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、地域の可能性を信じ、地域に寄り添いながら日々移り変わる時代に対応しようと
する姿勢は、誠に頼もしい限りであります。
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、年頭のごあいさつと致します。

40周年実行委員会
委員長

まちとひとづくり委員会

髙 橋 征 宏

新年おめでとうございます。
改めまして副理事長と40周年実
行委員長の職務を兼任で預かりま
す、髙橋征宏と申します。テーマ
「未来を照らせ！感謝が伝わるブ
チ上げ花火よ！」のもと、横手青年会議所の全会員が40
周年実行委員会に所属し、記念式典と記念事業を実施い
たします。これまで先輩諸氏が地域と共に紡いでこられ
た歴史を振り返り、能動的な変革を起こしていく１年に
していきます。時代の流れに則しながら、いかなる困難
にもたじろがず、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。

会員拡大研修委員会
委員長

水 谷

舞

2021年度会員拡大研修委員長を
務めさせていただきます、水谷舞
と申します。よろしくお願いいた
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躍しております。まず、一
ま ち
人ひとりが地域をよりよくするためには、何が必要なの
か考えなければなりません。
私たちが暮らす横手に一人でも多くの同志を増やし、
次世代を担うリーダーとして巻き込んで、明るい豊かな
社会の実現に繋げる必要があります。今こそ会員が一丸
となり未来を見据えた会員拡大に全力で邁進していかな
ければなりません。
まずは、横手青年会議所は明るい豊かな社会を実現す
る団体であるという目的を、会員全員で認識しなければ
なりません。会員自身が会員拡大の推進者となり、会員
拡大の大きな一歩につなげてまいります。
そして、会員拡大運動の意識をしっかり持ち、協力し
合い近隣の企業、他団体などからの異業種交流会など
で、コミュニケーションを取り会員拡大運動に繋げてい
きます。
また、会員拡大運動では、会員全員の協力で多くの入会
候補者に集まっていただき、横手青年会議所の魅力を感じ
てもらいながら入会候補者との交流を深めていきます。
今年度は15名の会員拡大を目標とした運動を展開し
ていきます。さらに、新会員が活躍しやすい団体にする
ために会員全員が一丸となりサポートできる体制を構築
し、一人ひとりが成長できる組織に繋げていくことが大
事です。会員拡大運動は、会員一人ひとりの協力があっ
て成功するものです。この会員拡大活動を通し、地域と
の交流を深め多くの同志を迎えいれ、共に継続した発信
を続け、素晴らしい未来の成長に向けて歩みを進めてま
いります。

委員長

打 川

毅

まちとひとづくり委員会委員
長を仰せつかりました打川毅と
申します。
当委 員 会は、横 手 市の『ま
ち』と横手市の未来を創りだす
青少年の『ひと』を対象とした委員会です。当会の会
員や特別会員、そのご家族や市民の皆様である『ひ
と』が、横手市という『まち』と共存共栄し、次世代
へ繋げられるように事業を展開していきます。
年間テーマ「当たり前は実は特別～ゆっくり周りを
見回してみよう～」と掲げさせていただきます。普段
の何気ない当たり前の物事は、他方から見ると魅力の
あるものが多く、参加する『ひと』が数年後に「あん
な事もあったなぁ」と思い出せるように、事業に取り
組みます。他方の当たり前との違いを体感した時に、
横手市の魅力に気付けるように、と願いをこめており
ます。
初めての委員長経験ですが、暖かく見守っていた
だければ幸いです。鈴木理事長が掲げるスローガン
「Move on ～ブチ上げろ‼変革の能動者となれ～」
のもと、40周年という節目の年を勢いよく進んで行き
ます。よろしくお願いします。

総務・事務局
局長

荒 川 洋 介

新年おめでとうございま
す。今年度、総務・事務局局
長の職務を仰せつかりまし
た、荒川洋介と申します。局
長という大役をいただき、気
持ちを新たに引き締め直し、皆様のお気持ちに応え
られるよう邁進してまいりますのでよろしくお願い
申し上げます。
さて、総務・事務局では鈴木理事長の掲げるス
ローガンのもと、一人ひとりが自身を高め、進んで
変化を求める人間へと成長いたします。その想いを
実現するため、全力で各委員会をサポートする所存
です。また、私自身入会前に感じておりましたが、
横手青年会議所がどのような運動や活動を行ってい
る団体か、わからない方々も多いと思います。今年
度は横手青年会議所の運動活動をもっと地域の皆様
へ知っていただくために、新たなSNSツールを活用
し、更新頻度を大幅アップしてまいります。一人で
も多くの「JCファン」獲得を目指し、1年間全力で
活動いたします。
最後に、局長として至らぬ点が多々あると存じま
すが、皆様からのご指導、ご鞭撻の程、何卒よろし
くお願い申し上げます。

東北地区協議会 出向役員挨拶

チームビルディング担当
副会長

和泉

康允

新年おめでとうござ
います。
今年度は東北地区協
議会チームビルディン
グ担当副会長として出
向させていただきます。
担当する４つの委員
会のみならず、青年会
議所を 1 つのチームと
して、目的達成へ向け

新年おめでとうございます。謹んで新春をお
祝い申し上げます。
昨年度はコロナ感染拡大により日常から非
日常へと転換する変化が激しい 1 年間に理事
長職を預かり、会員の支えをいただきながら、
横手青年会議所の歴史を絶やさぬよう務めさ
せていただきました。あらためまして感謝御礼
連携協定委員会
申し上げます。
委員長
2021 年度は、公益社団法人日本青年会議所
津村 侑弥
東北地区協議会に出向し、連携協定委員会委員
長を担うこととなりました。目の前に山積する地域課題も 1 人では
解決できませんが、連携し合えば必ず解決の糸口が見つかります。
東北地区の各地青年会議所にとって有益となるよう、そして秋田、
横手をもっと明るく豊かな地域とするために尽力してまいります。

邁進していきます。
東北を秋田から盛り上げていけるよう前
を向き突っ走ります。
１年間どうぞよろしくお願い致します。
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遠藤 宗一郎

質的価値創造委員会
運営幹事

津村 侑弥

次代の秋田創造委員会
委員

小野寺 勝也

質的価値創造委員会
委員長

髙橋 征宏

ブロック大会運営委員会
委員

柿崎 佳和

青少年育成委員会
副委員長

細川 拓也

アカデミー委員会
委員

永須 巧

菅原 京子

LOM 支援委員会
副委員長

蓬田 太一

アカデミー委員会
委員

古内 秀和
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凌

①1991.10.3
②保険業

新春祝賀会
中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染症対策のた
め、毎年 1 月に開催しております新春
祝賀会を中止とさせていただきました。
代わりに新年のご挨拶を YouTube
にて配信させていただきますので、ご
覧いただければ幸いです。
横手青年会議所

チャンネル登録お願いします

こ まつ

小松

たい し

太史

①1987.10.11
②飲食業

ふるうち

古内

ひでかず

秀和

①1985.6.13
②文具・事務機商社
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