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　東根市商工会会員の皆様、日頃は青年

部活動へのご理解と、多大なるご支援・

ご協力をいただきまして誠にありがとう

ございます。また、青年部広報誌「せい

ねんぶ白書」第 17 号を発行できました

こと御礼申し上げます。

　部長任期 1年目となる平成 25年度は、

恒例の事業であります「さくらんぼ種飛

ばし大会」「ひがしね祭」「恋の浪漫飛行」の他にも「グルメフェ

ス」への出店など多くの活動がありましたが、部員皆様のご

協力で無事成功することができ、心から感謝しております。

　そして新しい部員が９名入部し、新しい仲間との出会いも

心強く感じております。青年部は地域貢献と若手経営者・後

継者としての資質向上、この二つのバランスが大切だと考え

ております。定例会でも部員の事業所プレゼンを行い夢や悩

みを熱く語り合えました。消費税増税セミナーなども開催し

経営の勉強にも力を入れられたと思います。

　昨年 11月に行われた「村山地区商工会青年部事業発表会」

では本青年部の発表が最優秀賞を頂きました。また、継続事

業でもある「白水荘慰問事業」が東根市福祉協議会より表彰

されました。そして、2月に行われた商工会青年部全国大会

にて元部長の森里史氏が感謝状を

授与されましたことをご報告させ

て頂きます。

　来年度も東根市商工会青年部一

同、地域活性と家業繁栄の担い手

となるべく邁進してまいります。

ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願

いします。

　今回の村山地区商工会青年部事業発表会の開催地は「東根市」。開催地というだけでは

なく事業発表もすることになりました。発表の題材は「婚カツ」。「婚カツ」=東根の青年

部というほど、他の市町村青年部員の方からも認められています。それだけに、なんとし

てでも“1番”を目指していこうと意気込みました。1番になるにはどんな発表にしたら

いいか？というところから始まりました。そこで、今回の浪漫飛行実行委員長から「あな

ろぐ」でいこうと提案がありました。他の単会はプロジェクターを使った発表でくること

を見込んだのです。当日は、

予想通り・・。僕たちは寸劇

を混ぜながら浪漫飛行の風景

や、今までの実績と成果を発

表しました。結果は見事「優

勝」。一人ひとりの頑張りが

この結果に結びついたもので

した。

大内　　晶
（ヘアメイクナチュレル）

工藤　大輔
（㈲東根東北電化）

部長あいさつ

（11月27日開催）



恋の浪漫飛行パート8

カップル数43組!!
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　大雪の為仙台方面の方のキャンセルや欠航・大阪便の遅れなどのハ

プニングから始まった今回の恋の浪漫飛行パート８…。

　しかし、そんな不安をもふき飛ばしプラスにするのが私達青年部 !!

今回は『旅』をテーマに多国籍な会場の装飾、飲み物ブースに力を入

れました。また東根温泉活性化委員会とのコラボ企画として縁結び温

泉“恋っ茶”という♨温泉♨をイメージしたブースも作り、そこを利用する参加者は温泉
の浴衣を着て湯けむりのムード漂う中で異性とのお話タイム…。言うまでもなく大盛況 !!

自己紹介も初めての試みで参加者同士が最初からお話ができる雰囲気を作り大変盛り上が

りました。気が付けばあっという間の 2時間。イベント最後の告白タイムでは、さまざま

なドラマがあり誕生したカップルは43組。参加していただいた皆さんにとってこの浪漫飛

行が♡恋の出発点♡になればイイなと思います。

　今回の浪漫飛行パート 8も大成功に終わり熱

い！暑い！！ 1日となりました。

　ご協力いただいた皆様、本当にありがとうござ

いました。
　東根市の市政施行 55周年を記念した

「たーんとグルメフェスティバルin果樹王国ひがしね」が9月14、15日

の2日間の日程で行われ我々青年部は女性部と一緒に参加しました。

　当日は市内の小学校の運動会、各地区のお祭り等などイベントご

とが重なり客足が心配されましたがそれでも各地の名物グルメを求

めてたくさんの人にご来場いただけました。今回我々は東根六田産

の麩を使って作った青年部オリジナルスイーツ「麩イーツ」を販売

しました。デザート・フルーツ等のライバル出店も多く惜しくも完売とまではいきませ

んでしたが「麩イーツ目当てできました。」と言うお客さんも多数いらっしゃりました。

　また特別ゲストとしてタレントの杉本彩さんに

来場していただきイベントを盛り上げていただき

ました。今後も何らかの機会に継続して販売して

いこうと考えていますので本誌をご覧になった方

は次の機会にぜひお試しください。

　今年も多数参加の上、駅前清

掃が行われました。年々ゴミの

数は減少してますが今だにポイ

捨てが後をたちません。全国からのお客様の為に

も一生懸命取り組んでいきたいです。

　７月 20 日、ひが

しね城下町夏まつ

り。ますのつかみど

り、かぶとむし販売、

射的、夜の野外映画

祭・・・今年も子ど

もたちに大人気 !! 楽しいおまつりにな

りました♪

　意外と記録を伸ばすのは難しい。毎年そう思う。やはり、

幼い頃から「お行儀悪いから」と言われ続けているからだろ

うか…などと深くは考えずに、気転に参加してほしい。さく

らんぼ種飛ばし。コツは“さくらんぼ～イズ”に教えてもら

えばＯＫ。あとは思い切り、吹き飛ばすだけ !! ほかにも楽しめ

るブースも増えました。参加者に楽しんでいただけると、ス

タッフもうれしいもの。今年もたくさんの方に来ていただきたいです。

山内　稔順
（株式会社ブロードアイ）

早坂　理香
（ヘアスタジオ ファニーヒム）

植松　裕介
（ウエマツ電気工事店）

桃谷　朋江
（モモヤ花店）

前田　一雄
（前田工場）

（
６
月
16
日
開
催
）

（９月14・15日開催）

（２月15日開催）

（７月20日開催）

（５月８日開催）



楽しかったよ～!!
家族交流会

ひがしね祭
昼の部 夜の部

新 年 会 通常総会

白水荘訪問＝部員の子ども達８人参加＝

青年部視察研修 in 京都

　子供達やご家族そして

部員のたくさんの笑顔が

溢れ、充実した一日を終

える事ができました。役

員の方々をはじめメン

バーの皆様本当にお疲れ様でした。今年も

熱いひがしね祭りにしましょう。

　連日の雪の中、部員みんなで新年を祝い

ました。矢口会長よりご挨拶を頂き、青年

部の新しい

一年を無事

スタートす

る事ができ

ました。

　年に1度の総会にはたくさんの部員が参

加し、決算・予算・事業計画等すべて原

案通り

承認さ

れまし

た。

　1月 19 日、10組の家族約 40

人でボーリング大会を行いました。限られた時間の中でしたが、景品

等も準備して各々楽しく交流ができました。青年部の活動が出来るの

は、家族のお陰げ。感謝です。

　今年も毎年恒例となりました、

第二白水荘さんへの慰問に行って

きました。

　大人と子供合わせて 12 名の参

加でした。この慰問事業も今年で

11回目となりました。

　また、この度東根市社会福祉協議会理事長の推薦により「平成

25年度東根市社会福祉協議会会長表彰」を受けました。

　京都に着いたその日に祇園祭の御

輿洗を見ることができ、翌日は宇治

の抹茶工場で日本文化であるお茶の

奥深さを知ることが出来た研修旅行

でありました。

　いつもは、お客様から

品物を買う仕事をしてい

ますが、青年部の出店で、

自分達の品物を買っても

らう楽しさを知る事がで

きて、うれしかったです。

齋藤　伸治
（㈱齋藤管工業）

小角　孝男
（伊藤青果）

佐藤　弘成
（ひろなり家具）

青柳　知義
（㈲青柳不動産）

大山　揚滋
（大山商材）

（８月11日開催）

（１月19日開催）

（12月７日開催）

（７月28日～29日）

（１月６日開催） （５月８日開催）

【夜の屋台風景】
ーとりごぼう

うどんの販売ー

【昼のイベント風景】ーブタと
 ポニーの　

 ふれあい広場ー



植松　伸之
（㈱植松商店）

卒業部員からのメッセージ
仕事も仲間も自分から求め

なくては、何も得る事が出来な

い。それを学べた素敵な時間を

過ごすことが出来た自分は本当に

幸せであったと思う 5 年間でした。

また、浪漫飛行は多くの人に幸

せを掴むきっかけになるイベント

です。これからも、そんな素敵な活

動が続けられる青年部を目指してく

ださい。どれ、そろそろ、みん

なでラーメン食いに行くべ!!

今だから言おう！浪漫飛行の相
談をしに空港に行った時、無茶ぶ
りされた役割を断る言い訳のため敢え
て「あり得ない」と思える場所に行っ
たんだ。磨樹ちゃんの弁論の時も、最
初は演出だけって聞いてたのにいつの
間にか原稿監修してたけど、本当は文
章なんてほとんど書いたことなかった。
他のイベントもほとんどそんな感じ。
青年部自体、最初は嫌々だったけど、
やりたい事だけ顔出してたら功労賞を
頂いた。

人生万事塞翁が馬。みんなも楽しいと思う事
をノビノビやってください。思いっきり。
11 年間ありがとう。楽しかった
です。

青年部員として数年、
長かったようであっという
間でした。入部当時、この
東根にこんなに沢山の青年
部員がいて、一つ一つの事業
に協力し合う姿を見てビッ
クリしていました。笑いあり、
失敗あり、感動あり、酒あり

（笑）で楽しい青年部を継続し
ていって下さい。ありがと
うございました。

短かい間でしたけ

どお世話になりました。

いろいろ勉強させて頂

きありがとうございま

す。これからも青年部

の活躍を期待しています。

がんばって下さい。
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11 年間ありが
です。矢口　匡彦

（レガールプラザ ツルカメ）

本間　義通
（本間商店）

天野　和哉
（いっぽん氣）

卒業生の

お疲れ様
でした。

みなさん

植松伸之

矢口匡彦

本間義通

天野和哉

高橋春樹
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　地域活動を通じて楽し

く様々な方面で貢献して

いきたいと思います。よ

ろしくお願い致します。

　はじめまして。青年部

では仕事のことや人との

繋がりなど沢山のことを

学んでいきたいです。

　去年は色々と都合が付かず参加でき

なくて申し訳なく思っています。今年

はできるだけ参加できるようにしたい

のでこれからもよろしくお願いします。

　地域に根ざした保険屋

になるべく、入部させて

いただきました。よろし

くお願い致します。

　昨年、店を出す事を決め、いざ !!

という時に青年部に出会い心強い気

持ちです。東根市の地域貢献、地域

活性化のお手伝いをさせて頂きたい

と思います。宜しくお願いします。

　地域活動を通じて楽し

く様々な方面で貢献して

いきたいと思います。よ

ろしくお願い致します。

　自動車レッカー業をさ

せて頂いている横山です

東根市に貢献できるよう

がんばります。

　この度、東根市商工会青年部に入りました、石山貴

子です。大林で「すなっく宴」を経営しております。

商売の勉強、そして東根市の発展の為頑張ります。商

工会青年部に混ぜて頂いてから、まだ日も浅く分から

ない事も多いですが、皆様よろしくお願い致します。

　商工会を通じて、地域活性化の力にな

ることや、いろんな人と接することで、

自分自身がより成長できればと思い、入

部いたしました。よろしくお願いします。

　去年、4 月にオープンしましたド

リーテマルシャンです。青年部の皆さ

んと力を合わせて東根市を盛り上げて

いきます。よろしくおねがいします。

元木　　豊
（リサイクルバンク）

木村　　博
（㈱木村ストア）

菅原　大介
（㈲菅原農機商会）

石山　貴子
（すなっく宴）

名和　　巧
（とんかつ山道）

横山　直紀
（横山レッカー）

本木　　光
（㈲M-AGT 本木倶楽部）

伊藤幸之助
（ドリーテマルシャン）

辻村　智子
（Eye rash Butterfly）

工藤　竜也
（㈱山形新聞東根中央専売所）


