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特設サイトへ

　本年は新型コロナウイルスの影響に
より、石巻圏域の一大イベントである
石巻川開き祭りが中止となり、夏の楽
しみが一つ無くなってしまいました。
外に出て祭りを楽しむことが難しい中
で、自宅に居ながら祭りの雰囲気を味
わい、少しでも皆さんに楽しんでいた
だけるよう、計画しました。特設サイ
トを利用して川開きの歴史や七夕飾り
のはじまりを学んでもらい、七夕飾り
のつくり方の動画を見て、実際に各ご
家庭や会社でオリジナルの七夕飾りを
作って頂きました。また、完成した作
品の写真をＳＮＳに投稿してもらい、

特設サイトで紹介しました。８月１日
の石巻かほくさんに、見開きカラーの
１面でその日までに集まった117作品
をご紹介頂き、圏域の皆様に今年だか
らできる夏の想い出をお届けすること
ができました。また、かわまち交流セ
ンター１階にて、８月31日まで七夕
飾りの展示を行いました。当青年会議
所の七夕飾りのほか、石巻商工会女性
会の皆様にご協力頂き、色とりどりの
七夕飾りを展示していただきました。
参加された方から「来年の川開きが無
事に開催できますように」「2020年
の夏の想い出が作れて良かった。来年

は全てのイベントが無事に開催できる
ことを願います」などのお声を頂戴
し、このプロジェクトを通して、来年
のイベント開催への期待感が高まった
ことを実感し、実施して良かったと心
から思いました。ご協力頂いた皆様
に感謝申し上げます。特設サイトは
2020年12月31日まで公開予定ですの
で、ぜひご覧ください。

おうちで川開きプロジェクト事業報告

コロナに負けず、今年だからできる事業に挑戦

事 業 報 告

まちづくり委員会委員長　木 村  亜梨沙
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　毎年石巻青年会議所では、石巻川開
き祭りの中で縄張り神社奉納大縄引き
大会を開催し、暑い夏をさらに熱くす
る事業を行って参りました。圏域最大
の祭りである石巻川開き祭りも新型コ
ロナウィルス感染拡大の影響により中
止となった本年、密集状態を作らず
に、今発信しなくてはならないことを
事業でどう表現するかが課題でした。
催し物自体に世間から冷ややかな目を
向けられていたあの時期に、度重なる
協議を経てたどり着いた答えは、３密
を避け、「今までの歴史を途切れさせ
ず、続けること」でありました。
　そこで、茅の輪本来の「無病息災を
祈願する」という意味に立ち返り、市
民の皆様と無病息災を祈り、来年は楽
しい夏を迎えることができるよう、８
月１日から８月８日まで縄張神社と石
巻市かわまち交流センターに茅の輪を
展示し、茅の輪くぐりを体験できる事
業を実施致しました。
　その結果、171名もの方にご来場を

無病息災を祈願する茅の輪作成・展示事業報告 祭り委員会委員長　山 内  浩 史

賜り、「川開き祭りと茅の輪の歴史や
意味が解って良かった」という声や、
「閉塞感のある今年に光が射すような
イベントだった」というお声を頂戴す
ることができました。

　末筆になりますが、新型コロナウィ
ルス感染拡大予防策を実施しながら、
茅の輪作成から展示終了まで、事業へ
ご協力・ご来場いただいた全ての皆様
に心より感謝申し上げます。
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～みんなでつくるエコキャップアート～
進め！ひかり輝く地域に向かって　９月14日（月）から10月４日（日）の

期間において９月例会事業「進め！ひ
かり輝く地

ま ち

域へむかって」を開催いた
しました。
　新型コロナウィルス感染拡大の影響
により各イベントが中止、自粛が続く
中で本事業を通じて石巻圏域に明るい
展望を持ってもらうことを目的に、９
月13日（日）にサン・ファンパークに
て約5,000個のペットボトルのキャッ
プを使って、石巻青年会議所が活動範
囲としている石巻市・東松島市・女川
町の２市１町の地域のたからを描き縦
２メートル横４メートルのキャップ
アートを完成させました。
完成したキャップアートを多くの人々
に見ていただくために、９月14日か

ら石巻市かわまち交流センター、９
月21日からは、女川町まちなか交流
館、９月28日から10月４日までは東
松島コミュニティセンターで展示を行
いました。
　会場に配置したアンケートBOXには
700を越える回答をいただき、多くの
方々に本展示に対する賛同をいただき
ました。
　約１か月にわたる事業を開催するに
あたってサン・ファンパークをはじ
め、会場を提供していただいた関係各
位、エコキャップアート作成にあたっ

ては石巻圏域のスポーツ少年団の皆様
に協力していただきました。また、新
型コロナウィルスの脅威がある中で、
手探りしながら計画した今回の事業に
賛同し、最後まで協力していただいた
青年会議所メンバーの力があったから
こそ完遂することができました。
　石巻、女川、東松島と旅をしたエコ
キャップアートは現在、サン・ファンパー
クに帰ってきて常設展示として公開され
ています。迫力のある展示を是非ご家
族お誘い合わせの上ご覧ください。

青少年委員会委員長　杉 浦  隆 浩
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　石巻青年会議所では、その年が始ま
る前からどういった事業をこの１年間
でやっていくのかという計画を立てて
実施しています。
　エコキャップアートや茅の輪作製、
七夕飾りの展示といった事業も方向転
換を余儀なくされての事業実施でした
が、公開講演会や毎月行われる例会、

新入会員が基礎知識を学ぶ新入会員セ
ミナーに関しても同様でした。
　３月の例会や（公社）日本フェンシ
ング協会会長である太田雄貴氏をお招
きしての講演会などが中止となってし
まいました。コロナ渦でも例会開催さ
れたのが５月、YouTubeによる動画配
信方式での例会でした。普段とは違う

初めての試みでしたが、総務委員会が
会員の学びとなるような例会を準備し
ました。また、新入会員セミナーや
理事会、７月例会などZoomを使用し
てのオンライン開催など直接会わなく
ても話し合いができる方法を模索し、
JC活動を続けて参りました。
　今後も新型コロナウィルス感染拡大
を防ぎながら自分達に何ができるのか
を考え、事業を構築していきます。

オンライン例会・セミナーの実施
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１．以前から父よりJCでの活動の話を聞いており、30歳という人生の節目を迎え
るにあたり、新たに何かに挑戦するキッカケにしようと思い入会しました。

２．今年はコロナウイルスの感染拡大の影響もあり、例年通りの活動が出来ない状
況ですが、会員・OBの先輩方の話や事業への取り組みを見せて頂く中で、こ
んな時だからこそ出来る活動もあるのだと実感し、協力して1つの事業を作り
上げていく事の意義を感じました。

３．出来る限り多くの事業へ積極的に参加し、自分自身の学びを得る機会にすると
共に、地元への理解を深め、地元を誇れる人間になりたいです。

１．メンバーやOBの方から紹介頂き青年会議所を知りました。街づ
くりに関わることが出来る機会と思い入会しました。

２．この状況下でも止まることなく、今出来る事を考え挑戦していく
姿にとても刺激をうけています。

３．入会して間もないですが残り2年強と在籍期間が少ないので、こ
こでしか出来ない経験を出来る限り会員の方々と共にやっていき
たいです。

１．日頃からお世話になっておりますOBの先輩、メンバーから誘われ、地域貢献や自
分のスキルアップをしたいと思い入会しました。

２．コロナ渦である現状の中、予定していた事業が出来なくなったにも関わらず、新た
な発想で対応させてゆく姿を見て感激しました！

３．現在、最年少であり分からない事が多く、迷惑をかけることがあるかもしれません。
ですが、見違える程のレベルアップをしますので、期待して見ていてください�

１．友人であるメンバーに紹介頂き、青年会議所を知りました。地域を少しでも
楽しくできる活動をしたいと思い入会しました。

２．この場所でなければ交流することができない方々と、交流できるのが楽しく
刺激になります。

３．まずは一つずつ自身の課題を見つけ良いものをつくっていけるよう勉強して
いきたいです。

１．メンバーに紹介頂き青年会議所を知りました。地域のために活動してみたいと
思い入会しました。

２．普段交流のない職種の方とも一緒に活動するのでとても刺激をうけています。
３．所属している委員会活動だけでなく、様々な活動に積極的に参加していきたい

です！

株式会社  尾形板金社　尾形　龍紀

株式会社  タカコウ・ハウス　髙橋　晃樹

株式会社  斉良工業　斉藤　貴之

株式会社  千葉タイヤ商会　千葉　隆太

Epi　中　沙織

新入会員紹介2020 １．入会のキッカケ
２．入会しての感想
３．今後の目標
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会員紹介

🆀株式会社スガワラさんは、どういった
事業を行っているのでしょうか？
🅰うちは足場工事の会社です。一般の住

宅や、工場、学校の現場もあります。
中学校の壁の塗り替え工事の所で足場
を組んだり、新築やリフォーム工事の
足場も請け負います。資材リースの仕
事もやっております。
🆀仕事内容について教えて下さい。
🅰私は普段、事務の仕事をしています。

経理の手伝いや、現場に入る前の書類
準備を行います。今は書類申請が厳し
くなり、提出するものが沢山あります
ね。
🆀入会したきっかけは？
🅰2014年の2月に入会しました。うちの

社長がテレホンシステムさんの熊谷社
長と知り合いだったので１２月頃に石
巻青年会議所の話を聞き、それがきっ
かけになりました。家でしか仕事して
なくて、地元に戻ってきたのに中々同

世代との関わりがないと、父が心配し
てくれて。
🆀入会して、自分の仕事やプライベート

に活かせたことはありますか？
🅰地元に戻ってきて、仕事を始めてこの

まま地元で終わるのかなっていう思い
があったので、JC活動に参加して、み
んなが地域のために頑張っているのを
見て、それをモチベーションに自分も
頑張ろうという気にもなれたし、ただ
単純に活動に参加して、こういうのも
楽しいなと感じました。こういう活動
は東京に居たころは全然縁が無かった
し、活動自体が楽しめています。休日
はJCの事業があり、夜に活動が増えて
大変ですが、とても充実しています。
　入会して2年目で幹事をやらせて頂
き、大変なこともありましたが、理事
会に参加して議事録を作成した経験は
勉強になりました。あの緊張感は忘れ

ません。
　また、家で事務作業をしていて、誰
かと商談や打合せをするような仕事は
今なくなってしまったので、理事会で
皆さんの話すことを聞いたり、質問、
意見への対応の仕方や話し方とかすご
く勉強になる部分があると思います。
ただのボランティアで、楽しいことや
りましょうという団体ではできないこ
とだから、青年会議所だからできる経
験だと思います。

🆀株式会社みなとモーターさんでは、ど
ういった事業をおこなっているので
しょうか？
🅰はい、新車や中古車の販売や車検、修

理、板金塗装、各種保険の取り扱いを
行っていて、お車購入からお車の故障
や保険までお客様をサポートさせてい
ただきたいています。
🆀仕事内容について？
🅰営業も含めて、会社内部の手続き関係

などを行っています。
🆀入会したきっかけは？
🅰同業者の社長が宮城ブロックの会長を

されていた時、一緒に飲みに行ったと
ころにJCの先輩方がおり、その場で入
会を勧められて入会させていただいた

のがきっかけです。
　有難い事にJCに入会した事で人付
き合いができて、会員の方に車を購入
していただいたり、入会時理事長の先
輩も車検でお越しいただいたりと色々
な業種の方が集まる団体だからこそ仕
事に繋げる事ができました。また、保

険屋さんの会員から故障車の回収、そ
のまま修理などJCで知り合えたからこ
そ、信頼してお仕事をいただいた事は
とても嬉しかったです。逆もあって、
工場の修理なども会員の大工さんにお
願いさせてもらいました。
　団体といっても車屋さんだけの団体
や関係業種の方の集まりにしか入った
事がなかったんですが、異業種の方と
同じ委員会や同じ役職などその時にし
かできなかった絆が今までもこれから
も仕事やプライベートでお世話になっ
ていくのだなと感じています。そこが
JCに入っていて良かったなと思うとこ
ろです。

祭り委員会  委員

（2014 年 2 月入会）
菅原   優
株式会社  スガワラ

祭り委員会  副委員長

（2014 年 2 月入会）
阿部  瑞樹
株式会社  みなとモーター
代表取締役
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公式HP Facebook

（一社）石巻青年会議所
〒986-0822　宮城県石巻市中央3-1-43　木村ビル2F
電話番号：0225-95-1013
 FAX番号：0225-95-1023
     E-mail：info@i-jc.net
         URL：http://i-jc.net/
　                https://www.facebook.com/ishinomaki.jc/

　本広報誌をご覧いただき、ご協力頂ける皆様には、是非、右記のQR
コードからアンケートフォームへのご回答をお願い申し上げます。

　青年会議所（JC）は、“明るい豊かな社会”の実現を理想
とし、次代の担い手たる責任感を持った20歳から40歳
までのリーダーを目指す青年の団体です。
　青年は人種、国籍、性別、職業、宗教に関係なく、自
由な個人の意志によりその居住する各都市の青年会議所
に入会できます。日本の青年会議所運動は50年以上の
歴史を持ち、現在750余の都市に3万4千余名の会員がい

ます。また、世界には112ケ所の国及び地域に98個の国
際青年会議所があり、約26万人の会員が国際的な連携
をもって活動しています。
　日本青年会議所の事業目標は、“社会と人間の開発”で
す。われわれは社会の一員として、市民運動の先頭に
立って進む団体、それが青年会議所です。

・自己成長をしたい人

・タイムマネジメントを身に付けたい人

・人脈を広げたい人

・地
ま
域
ち
の為に貢献したい人

　（一社）石巻青年会議所は、1964年に設立し今年で56周年
を迎える、地域の人づくり・まちづくりに取り組んでいる団
体です。活動原資である会員の年会費10万円にて、主な活
動内容の石巻川開き祭り、サン・ファン祭りなどの祭り事
業、月に１回開かれる例会、地域住民を対象とした公開講演
会などを開催しております。現在71名の会員で活動してお
り、多くの女性の会員も在籍し、活躍しております。これか
らの石巻市・東松島市・女川町のことを考え活動して下さる
20歳～40歳までの2市1町に居住又は勤務されている青年経
済人を募集しております！

私達と一緒に活動してみませんか？

お問い合わせはこちらから

アンケートへご回答のお願い

青年会議所とは
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