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「新たな時代を地域の人びとと共に」

「地域のたからづくりと地域の笑顔を目指して」

日頃より当青年会議所の運動に対してご理解とご協力を頂

令和という新しい時代を迎え、私たちが住み暮らす地域も新

いていることに対し、厚く御礼申し上げます。私たち（一社）石

たな姿に生まれ変わっています。震災から8年が経過し、石巻

が所属しており、地域の人づくり・まちづくりに取り組んで今年

や特産品が生まれています。地域の特色は地域に住み暮らす

巻青年会議所（以下石巻JC）は20歳～40歳までの青年経済人

市、東松島市、女川町は着実に復興の歩みを進め、様々な建物

55年目を迎えました。長きに渡りこの地域と共に歩んできた

私たちだからこそ創ることができ、その特色が日本全国、世界

地域の皆様、行政、各種団体の皆様とこれからも地域と共に歩

中の皆さんを呼び寄せる原動力になると思います。

む団体であり続けられるよう日々活動してまいります。

皆さんと共に地域のたからを知り、新たに生まれているたか

私たちの活動は毎月一度例会の開催や、祭り事業、青少年事

らを広げ、新たなたからを生み出す活気ある地域を目指し、地

業、地域交流事業、行政連携事業等様々な事業を行っておりま

域全体で盛り上げてまいりましょう。

す。これまで行ってきたサン・ファン祭りや川開き祭り、政策コ

そのきっかけを作る青年経済人である私たちが地域につい

ンテストなど私たちが行う運動が一人でも多く地域の皆さんに

て理解し、考え、実行する背中を見せなくてはなりません。
「人

きっかけとなれるよう邁進して行くと共に、新しい時代に即し

自身を成長させるきっかけとなり、問題解決に向けた自身の選

共感と感動をあたえ、この地域に更なる笑顔と活気をもたらす

はひとで磨かれる」この言葉の通り、多様な人びととの交流は

た様々な事業を開催してまいります。

択肢を広げる力になります。機会へ積極的に参加し自己研鑽に

努め、多角的な視点と自らが率先して行動する自立した人材の
育成に取り組んでまいります。

共に地域を考え、地域に「笑顔」をもたらす行動を起こすみ

なさんの入会を心からお待ちしています。
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青年会議所とは…
青年会議所
（JC）は、"明るい豊かな社会" の実現を同じ理想
とし、次代の担い手たる責任感をもった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。

姉妹・友好ＪＣのまち紹介

我々石巻青年会議所の活動エリアである、石巻市、東松島
市、女川町にゆかりのあるサン・ファン・バウティスタ号、奥

（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
T E L : 0225-95-1013
FAX : 0225-95-1023
E-mail : info@i-jc.net
URL https://www.i-jc.net/

松島大高森、女川町の風景を表紙として掲載させていただきま
した。
「宮城県慶長使節船ミュージアム」
（サン・ファン館）に係
留、展示されているサン・ファン・バウティスタ号は、慶長遣
欧使節で太平洋の横断に使用されたガレオン船を復元したもの
ですが、老朽化により解体が決定しています。

https://www.facebook.com/ishinomaki.jc/

東松島市の大高森は、松島湾に浮かぶ数々の島々、太平洋、
野蒜海岸、石巻市街の遠景を360度の大パノラマで楽しめる景
勝の地で松島四大観の筆頭にあげられています。
女川町の風景は
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2019年度事業報告
４月公開講演会

い

ま

ま

ち

「現在、この地域の魅力って何？」 事業報告

４月６日遊楽館にて、山田五郎氏をお迎

きをおいておりますが、どういう人であり

えし「現在、この地域の魅力って何？」と

たいたいのか？一人一人の成長がこの地域

題し公開講演会を開催致しました。当日は

の活力になる事を信じ、これからの活動を

300 名のご来場があり、盛況に終える事

邁進していきたと思いました。

い

ま

ま

ち

が出来ました。講演内容としては、震災後

最後になりますが、当日ご講演頂いた山

のこの地域の魅力を発見共有出来るものに

田五郎様、そしてご来場頂いた皆様、ご協

したいと考え、2010 年にご講演頂いた山

力頂いた皆様に誠に感謝申し上げます。

田氏に震災前と後と比較しながらお話し頂
き、特に震災後は多くの人が訪れ多様化し
た点を切り口にご講話頂きました。そして
ま

ち

地域の最大の魅力は「人」であるとお話が
あり、だからこそ震災後に人が多様化した
点はこの地域にとって明るい材料だと感じ
ました。そしてこれからの時代は量よりも
質が求められると言ったお話もあり、より
クリエイティブなものを考える・創る環境
としても多種多様な人が交流できる環境は
重要であり、今の多様化した地域性を大事
にする事で、まだまだ可能性を創り続けら
れると感じました。地域を創り育てるのは
人であり、我々青年会議所も人づくりに重

イベント

第26回サン・ファン祭り

事業報告

令和元年５月26日に第26回サン・ファン祭りをサンファンパー
クにて、開催しました。今年は「みんなで作ろう宝の船」をコンセ
プトに、JCブースでは、「サン・ファン謎解きアドベンチャーか
けらを集めて船を出港させよ」と題し、サン・ファンに関する謎
を解きながら、ダンボールで出来た帆船「ダンボルファン」のパー
ツを集め、船を完成させるという体感型のブースを運営しました。
サン・ファン・バウティスタ号の成し遂げた偉業と支倉常長率いる
慶長使節団の「挑戦する心」を多くの子供達に伝え、地域のたから
を広く発信する事ができました。
当日は晴天にも恵まれ、12,000人の来場者を集め、石巻青年会
議所と地域住民協働で作る、手作りのサン・ファン祭りは、地域に
なくてはならない祭り事業だと改めて感じました。
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創立55周年記念事業
石巻青年会議所創立55周年記念式典
去る６月23日(日)に石巻グランドホテルにて、石巻青年会議所創立55周年記念式典が多く
の来賓、関係者各位出席のもとに開催されました。
石巻青年会議所は、1964年に全国で291番目の青年会議所として発足。今年で55年を
迎えました。
式典の初めに第55代理事長齋藤光智君が挨拶の中で、「今まで諸先輩方が築いてきた地
域の誇り『地域のたから』を引き継いでいくだけではなく、新たな『地域のたから』を発見、
創造し、それを地域に発信していくことが我々に求められている。そしてそれを60年70
年と繋げていかなければならない」
と決意表明をしました。
また、亀山紘石巻市長を初め沢山のご来賓皆様にご祝辞をいただきました。
ご祝辞の中で亀山市長は「青年会
議所の熱い思い、行動力の影響は
大きい。石巻の産業の振興のた
め、行政と石巻青年会議所の一
層の連携が必要である」と述べ
られました。

プレジデンシャルリース贈呈式
プレジデンシャルリースとは、青年会議所理事長の証

スポンサー青年会議所

となる装飾品のことで、これまで石巻青年会議所では、
所有していませんでした。

石巻青年会議所創立の際、スポンサー JC として尽力
していただき、以後、長きに渡り熱い友情を交わしてい

先人達によって引き継がれてきた半世紀以上にも及ぶ

ただいた公益社団法人仙台青年会議所に対し感謝状と記

歴史や伝統が、プレジデンシャルリースという形で今回、

念品が贈呈されました。スポンサー JC とは、青年会議

OB 会から現役へと寄贈されました。贈呈式では歴代理

所が存在しない地域に働きかけ、設立を指導援護する青

事長の手を介して、最後に OB 会長大河原惇氏、直前

年会議所のことです。

理事長谷川海明君から現理事長齋藤光智君へプレジデン
シャルリースが渡りました。

仙台青年会議所理事長武山祐樹君から「震災から 8
年を迎えた今、この石巻の地が益々のご発展することを

OB 会長の大河原惇氏は「創立メンバーの思い、歴代

ご祈念申し上げます。
」との挨拶があり、今後も明るい

理事長の思いをプレジデンシャルリースと一緒に受け継

豊かな社会の実現を目指し、変わらぬ友情を誓いあいま

いでくれるとありがたい」と現役のメンバーに対しメッ

した。

セージを投げかけました。
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石巻JC・ひたちなかJC・桐生JC防災締結について

石巻JC・ひたちなかJC・桐生JC防災締結について本

年会議所とともに石巻を訪れサポート・支援をしていた

年度石巻JCは姉妹JCであるひたちなか青年会議所と友

だきました。このようなことが、きっかけとなり様々な

好JCである桐生青年会議所と防災協定結ぶ運びとなり

交流会を通して友好を深めていき、平成28年、桐生青

ました。

年会議所創立60周年を迎える大きな節目の年に、友好
JCを締結するに至りました。

姉妹JCであるひたちなか青年会議所とは、合併前の那
珂湊青年会議所と昭和50年に姉妹JCを締結いたしまし

我々は震災時に受けたご恩を忘れることなく、さらに

た。その後、ひたちなか市が合併後平成７年にひたちな

は、有事の際、速やかな対応が出来る関係を、今後も変

か青年会議所と姉妹JCを締結しました。震災時にはいち

わらずに継承していく契機として、防災協定を結ぶ運び

早く駆け付け、炊き出しなど様々な支援を頂きました。

となりました。なお、今回の防災協定は石巻青年会議所
とひたちなか青年会議所、石巻青年会議所と桐生青年会

桐生青年会議所とは、震災当時、日本JCが被災地へ
の支援活動の内容をまだ明確に決めてない頃に、大田青

議所の２社間の防災協定となります。

ひたちなか市

桐生市

年11月勝田市と那珂湊

のまちとして発展、大正

市の合併により誕生しま

10年（1921年）に全国

した。人口は155,142人

84番目の市として誕生し

（H31年４月現在）の都

ました。幾多の市域の変

市です。特産や名産物と

遷を経て、平成17年６月

しては干し芋を始めとし

13日に新里村、黒保根

た瓦作部、ぽてら、長樹いちょう、ひたちなかスイーツイチ

村と合併し面積が２倍に拡がりました。市街地には渡良瀬

ゴダッペ、勝つサンド、ほしいも焼酎、那珂湊焼きそばなど

川と桐生川が流れ、山々が屏風状に連なり、水と緑に恵ま

様々なものがあります。また、ひたちなか市の特徴としては

れた地に歴史と伝統が息づいている町となります。人口は

勝田市・那珂湊市それぞれが責任を分かち合い、共に支えあ

111,114人（Ｈ31年４月末現在）の都市です。特産や名産物

いながら、自立的なまちづくりを進めている。東京から110

としては桐生織を始めとして桐生和紙、桐生からくり人形、

㎞の距離にあり、茨城県の中央部からやや北東に位置し、西

桐生うどんなど様々なものがあります。また、桐生市の特徴

は常磐自動車道の通る那珂市に、南は那須岳を源流とする那

として、織物産業の繁栄を今に伝える町並みがいたるところ

珂川を挟んで県都水戸市と大洗町に接し、東は美しい碧の海

に残り、のこぎり屋根の織物工場や土蔵造りの店舗など近代

の広がる太平洋に面して約13㎞の海岸線が続いています。

化遺産の宝庫となっている。そして、町の形もみどり市を挟

ひたちなか市は1994

桐生市は古くから織物

み込むように立地する珍しい都市になっています。
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2019年度９・10月事業紹介
９月公開講演会『若者よ、情熱を呼び覚ませ』
令和元年９月 16 日（月・祝日）に河北総合センタービックバン文化交流ホール
にて 13 時より、元アップルジャパン社長、現コミュニカ㈱代表の山元賢治氏をお
招きし『若者よ、情熱を呼び覚ませ』と題し、公開講演会を開催します。この変
化の時代に、情熱と覚悟を持ち心に決めた事をやり通す力とは？日々の生活からビ
ジネスまで、胸熱くなる講演会になる事、間違いなしです是非ともご来場お待ち
しております！

日

時：令和元年９月16日（月・祝）

開場12時

開演13時

場

所：石巻河北総合センター・ビックバン『文化交流ホール』
石巻市成田小塚裏畑５４

入  場  料：無
定

料

員：300名（申込先着順）

申込方法：
googleフォーム申込み

申込期間：７月10日（水）～９月６日（金）
問  合  せ：（一社）石巻青年会議所

☎0225-95-1013

（平日9：00～16：00）

山元 賢治氏

講師プロフィール
1959年大阪府生まれ。大阪府立岡高等学校を得て、1983年神戸大学工学部システム工学科卒業、日本アイ・ビー・エム入社。1955年日本オラクル入
社。1999年EMCジャパン入社。2001年EMCジャパン副社長。2002年日本オラクル取締役専 務執行役員。2004年からアップルコンピュータセールス担
当バイスプレジデント兼 アップルコンピュータ日本法人代表取締役社長を務め、iPhoneの日本市場への投入 や、iPodビジネスの立ち上げなどを行った。
2009年にコミュニカを設立し同社代表 取締役CEOとして経営コンサルティングを手掛ける。

いしのまき政策コンテスト
ミライ

イシノマキ

４回目となる本年は「2030 の石 巻～ SDGs が未 来を変
える～」をテーマに、高校生・大学生が政策を考えます。地
域に暮らす若者が、SDGs（持続可能な開発目標）を通して、
石巻市が直面している様々な課題に効果的にアプローチする
ことで、2030 年も住みたい石巻を実現するための政策アイ

日

時：令和元年10月20日（日）

場

所：石巻市かわまち交流センター（予定）
石巻市中央二丁目11番21

問  合  せ：いしのまき政策コンテスト実行委員会事務局
（復興政策部復興政策課内）

デアを期待します。決勝大会は 10 月 20 日（日）
「石巻市

☎ 0225-95-1111（内線4220）

かわまち交流センター」にて開催予定です。一般の方も観覧

（平日8：30～17：00）

可能ですので是非ご来場お待ちしております。
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私達と一緒に活動してみませんか？
・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
・人脈を拡げたい人
ま

（一社）
石巻青年会議所は、1964年に設立し今年で55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。
主な活動内容
は石巻川開き祭り、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76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
事を考え活動してくれる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！

ち

・これからの地域の為に
貢献したい人

お問い合わせはこちらから
（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 https://www.i-jc.net/
https://www.facebook.com/ishinomaki.jc/

公式HP

アンケートへご回答のお願い
石巻青年会議所では、より良い地域、明るい豊かな社会の実現
に向けて事業を計画・実施しております。地域をより良くするた
めに、どこにどんな問題があるのか、この街に暮らす多くの皆様
の声を聞きたいと考えています。
本広報誌をご覧いただき、ご協力いただける皆様には、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。

Facebook

