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昼の部 夜の部

恋の浪漫飛行パート9

カップル数38組!!
部長あいさつ新

　東根市商工会員の皆様、日頃は東根市

商工会青年部へのご理解と、多大なるご

支援・ご協力をいただき誠にありがとう

ございます。また、青年部広報誌「せい

ねんぶ白書」第 18 号を発行できました

ことを深く感謝申し上げます。

　この度、青年部総会におきまして部員

の皆様の承認を得まして、今年度より東

根市商工会青年部部長の大役をお引き受けすることになり、

身の引き締まる思いがいたします。知識も経験も少ない私で

すが、若手経営者・後継者の資質向上と地域活性化を目的に

各種事業を展開していけるよう、部員の皆様と協力し合いな

がら青年部をまとめ、部長としての責務を果たせるよう、頑

張ってまいります。

　東根市は今、人口も増え続け、魅力的ですみよいまちになっ

ています。これも今までの先輩方の頑張りがあってのことだ

と思っております。その中で私たち青年部も様々な活動を通

し自分達が住みたいまちづくり、将来、子供達が住み続けた

くなるまちを作るために力を合わせて頑張っていきたいと思

います。また、その活動の中で事業所の悩みや夢を語れるよ

うな仲間づくりにも力を入れていきたいと考えております。

ここで出来た仲間は将来ずっと仲間であり続けられる大切な

仲間です。昨年度も新しい部員として 7名が仲間に加わり、

とても心強く感じています。

　仲間との出会いを大切にし、地域活性と家業繁栄をめざし、

今年度も青年部は邁進してまいります。ご指導ご鞭撻のほど

よろしくお願い申し上げます。

　　恋の浪漫飛行を終えて
　今回、第９回目を迎えた恋の浪漫飛行。おかげさまで

カップル数 38 組と、大成功のうちに終える事ができまし

た。準備段階でイレギュラーが発生した際は、そのつど関係者のみなさまから

多大なるご助力をいただきました。また、本番で急な変更が入った状況でも、

部員のみなさまのおかげで無事にクリアすることができ、あらためて商工会青

年部の団結力を実感しました。

　全体通して感じた事は、恋の浪漫飛行を続けられてきた商工会青年部の歴史、

そして、みなさまのご協力があったからこそ、恋の浪漫飛行が成功したという

事実です。イベントが終わった今でも、感謝の気持ちでいっぱいです。本当に

ありがとうございました。

　食欲の秋！という事で今年も

「た～んとほおバルフェスタ in ひ

がしね」が 9 月５～ 7 日の３日

間開催されました。

　その中で我々青年部は６、７日

の２日間、「新麩イーツ」の販売

と射的、スーパーボールすくいを催しました。会場に

はゲストとして、Ｕ字工事やエハラマサヒロ、大西ラ

イオンなどの人気芸人が登場し、連日大賑わいでした。

また、ご来場いただいたたくさんの方から「新麩イーツ」を食べていただき、見

事 400 食完売する事ができました。射的やスーパーボールすくいも小さなお子

さんや家族連れで賑わい、大盛況でした。２日間に渡って行った青年部活動はメ

インの“餃子”に勝るとも劣らない人気ぶりで幕をとじました。

　今年も多数参加の上、

駅前清掃が行われました。

年 ゴ々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 日に商工会

東根支部主催の「城下

町祭り」に我々青年部

もイベント協力させて

いただきました。当日

は天候にも恵まれ、毎

年恒例となったマス

のつかみ取りや、射的

ブースなどを設置しま

した。夜には映画上映

会もおこない、集まっ

たチビッコたちは大喜

びでした。

　今年も晴天に恵まれた中、さくらんぼ種飛ばしジャパ

ングランプリが開催されました。恒例になったさくらん

ぼ～イズによる丁寧かつ確実な指導。その効果で皆さん

年々飛距離が伸びてきているような気がします。県外、

国外の方々も沢山来場して頂き、笑顔で一生懸命種飛ば

しをしている姿を見ていると、スタッフとしてとてもう

れしいです。来年も沢山の方々の笑顔を楽しみにしてい

ます。

　「ようこそ！真夏のテー

マパークへ」と題して、市

民の広場では祭りにふさわ

しく沢山の子供や家族の賑

やかな声が響きわたり、終

始大盛況となりました。

　青年部の人達の笑顔、ひ

がしね祭、そこで出会えた

人達の笑顔。青年部を通し

て沢山の笑顔に会えまし

た。これからも笑顔溢れる

青年部にしたいです。

（８月11日開催）

（９月５～７日開催）

（７月20日開催）（５月８日開催）

（２月14日開催）
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東根市商工会青年部

【東根市商工会ホームページアドレス】
http://www.

shokokai-yamagata.or.jp/
higashine/

平成27年4月28日

佐藤　弘成
（ひろなり家具）
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大山　和宏
（㈱シオン）

前田　一雄
（前田工場）
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石山　貴子
（すなっく宴）

（
６
月
16
日
開
催
）



in

さ
く
ら
ん
ぼ

と
ば
し

駅前清掃 城下町祭り

ひがしね祭
昼の部 夜の部

恋の浪漫飛行パート9

カップル数38組!!
部長あいさつ新

　東根市商工会員の皆様、日頃は東根市

商工会青年部へのご理解と、多大なるご

支援・ご協力をいただき誠にありがとう

ございます。また、青年部広報誌「せい

ねんぶ白書」第 18 号を発行できました

ことを深く感謝申し上げます。

　この度、青年部総会におきまして部員

の皆様の承認を得まして、今年度より東

根市商工会青年部部長の大役をお引き受けすることになり、

身の引き締まる思いがいたします。知識も経験も少ない私で

すが、若手経営者・後継者の資質向上と地域活性化を目的に

各種事業を展開していけるよう、部員の皆様と協力し合いな

がら青年部をまとめ、部長としての責務を果たせるよう、頑

張ってまいります。

　東根市は今、人口も増え続け、魅力的ですみよいまちになっ

ています。これも今までの先輩方の頑張りがあってのことだ

と思っております。その中で私たち青年部も様々な活動を通

し自分達が住みたいまちづくり、将来、子供達が住み続けた

くなるまちを作るために力を合わせて頑張っていきたいと思

います。また、その活動の中で事業所の悩みや夢を語れるよ

うな仲間づくりにも力を入れていきたいと考えております。

ここで出来た仲間は将来ずっと仲間であり続けられる大切な

仲間です。昨年度も新しい部員として 7名が仲間に加わり、

とても心強く感じています。

　仲間との出会いを大切にし、地域活性と家業繁栄をめざし、

今年度も青年部は邁進してまいります。ご指導ご鞭撻のほど

よろしくお願い申し上げます。

　　恋の浪漫飛行を終えて
　今回、第９回目を迎えた恋の浪漫飛行。おかげさまで

カップル数 38 組と、大成功のうちに終える事ができまし

た。準備段階でイレギュラーが発生した際は、そのつど関係者のみなさまから

多大なるご助力をいただきました。また、本番で急な変更が入った状況でも、

部員のみなさまのおかげで無事にクリアすることができ、あらためて商工会青

年部の団結力を実感しました。

　全体通して感じた事は、恋の浪漫飛行を続けられてきた商工会青年部の歴史、

そして、みなさまのご協力があったからこそ、恋の浪漫飛行が成功したという

事実です。イベントが終わった今でも、感謝の気持ちでいっぱいです。本当に

ありがとうございました。

　食欲の秋！という事で今年も

「た～んとほおバルフェスタ in ひ

がしね」が 9 月５～ 7 日の３日

間開催されました。

　その中で我々青年部は６、７日

の２日間、「新麩イーツ」の販売

と射的、スーパーボールすくいを催しました。会場に

はゲストとして、Ｕ字工事やエハラマサヒロ、大西ラ

イオンなどの人気芸人が登場し、連日大賑わいでした。

また、ご来場いただいたたくさんの方から「新麩イーツ」を食べていただき、見

事 400 食完売する事ができました。射的やスーパーボールすくいも小さなお子

さんや家族連れで賑わい、大盛況でした。２日間に渡って行った青年部活動はメ

インの“餃子”に勝るとも劣らない人気ぶりで幕をとじました。

　今年も多数参加の上、

駅前清掃が行われました。

年 ゴ々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 日に商工会

東根支部主催の「城下

町祭り」に我々青年部

もイベント協力させて

いただきました。当日

は天候にも恵まれ、毎

年恒例となったマス

のつかみ取りや、射的

ブースなどを設置しま

した。夜には映画上映

会もおこない、集まっ

たチビッコたちは大喜

びでした。

　今年も晴天に恵まれた中、さくらんぼ種飛ばしジャパ

ングランプリが開催されました。恒例になったさくらん

ぼ～イズによる丁寧かつ確実な指導。その効果で皆さん

年々飛距離が伸びてきているような気がします。県外、

国外の方々も沢山来場して頂き、笑顔で一生懸命種飛ば

しをしている姿を見ていると、スタッフとしてとてもう

れしいです。来年も沢山の方々の笑顔を楽しみにしてい

ます。

　「ようこそ！真夏のテー

マパークへ」と題して、市

民の広場では祭りにふさわ

しく沢山の子供や家族の賑

やかな声が響きわたり、終

始大盛況となりました。

　青年部の人達の笑顔、ひ

がしね祭、そこで出会えた

人達の笑顔。青年部を通し

て沢山の笑顔に会えまし

た。これからも笑顔溢れる

青年部にしたいです。

（８月11日開催）

（９月５～７日開催）

（７月20日開催）（５月８日開催）

（２月14日開催）

せ
い
ね
ん
ぶ
白
書

Vo l.18
東根市商工会青年部

【東根市商工会ホームページアドレス】
http://www.

shokokai-yamagata.or.jp/
higashine/

平成27年4月28日

佐藤　弘成
（ひろなり家具）

野村　育美
（ヘアモード淑）

大沼　剛志
（㈲大沼塗装店）

天野　貴文
（㈱光洋印刷）

大山　和宏
（㈱シオン）

前田　一雄
（前田工場）

庄司　潤一
（ピーアイエス㈱）

石山　貴子
（すなっく宴）

（
６
月
16
日
開
催
）



楽しかったよ～!!
家族交流会

新年会 通常総会米俵レースひが
しね
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青年部視察研修 in 東京

白水荘訪問＝部員の子ども達8人参加＝

　今年の家族交流会は東根温泉屋内ゲー

トボール場で行われました。子供達の元

気に遊ぶ姿を見ながら美味しい芋煮を食

べる事ができ、同じ青年部のご家族と話

す機会があ

る事はとて

も貴重な一

日を過ごす

事が出来ま

した。

　販売させていただいたオリジ

ナルスイーツ「麩イーツ」のみ

ならず、さくらんぼも温泉もと

にかく東根を丸ごと、参加者の

方々に大好きになっていただき

たい！とは思うものの、ランナー

の熱気に毎

年圧倒され、

逆に活力を

わき起こさ

せていただ

いてばかり

です。

　東根JC主催で行われ

た「ひがしね米俵レース」。15キロの米

俵を担ぎ上げ数々の障害物が配置された

200メートルのフィールドをリレー形式

で滑走します。

　我々青年部もお手伝いとして参加し、

寒空の下、繰り広げられた白熱のレース

を大いに盛り上げました。

　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。

　恒例となった白水荘への慰問事

業、今年もクリスマス前に行ってき

ました。青年部OBの吉田屋さん

が入所者の前でケーキ作りの実演

を行い､ 参加した子供たち８名が

クリスマスソングを披露しました。

　その後みんなで一緒においしいケーキを食べ、笑

顔あふれる慰問となりました。

　今回の青年部旅行は、東京の浅草、

かっぱ橋、銀座方面へ行ってきました。

浅草の雷門でこれからの青年部員の商

売繁盛を祈願し、私自身これからもよ

り一層、自らの事業に力を注ぎ、東根

を盛り上げていきたいです。

佐々木亮太
（旬味漫彩 鷹月）

佐藤　慎司
（ほのぼの鍼灸治療院）

　東根市を盛り上げ支
えていくには若い人達
が中心の地域に根ざし
た活動が必要不可欠で
す。青年部皆様方と一緒
にまず参加して協力して
いきたいと思います。

荒井俊太郎
（アライ建設）

　東根市の地域貢献、地
域活性化のお手伝いをさ
せて頂き、楽しみながら
沢山のことを学んでいき
たいと思いますので皆様
よろしくお願い致します。

名和　吉弘
（そばと酒まるよし）

　振り返ればあっという間の 2年間でした。青年部長を無事に勤める

ことができたのも、活動にご理解ご協力いただいた商工会職員様、心強

く支えてくれた渡辺事務局、活動を盛り上げ支えてくれた青年部員、的

確なアドバイスや助言をくれた植松相談役、そしてお世話になった多く

の皆様のおかげです。心より感謝申し上げます。

　任期中は「地域貢献」と「若手経営者・後継者としての資質の向上」

この 2つのバランスを大切にするため、定例会では部員の事業所プレ

ゼンや経営の勉強会が出来たと思います。そして、この 2年間で 16名

の新入部員と出会い共に活動出来たことを嬉しく思っております。商工

会連絡協議会「事業発表大会」では活動や発表が認められ最優秀賞を受

賞。また「白水荘慰問事業」が福祉協議会より表彰されました。

　青年部は自己成長の場です。活動を通じ見聞を広め地域発展と商売繁

盛を目標とすると共に部員同士の絆を深められたらと思います。

　佐藤弘成新部長のもと、今後の東根市商工会青年部のさらなる発展を

心より祈念申し上げます。

　はじめまして、青年
部では様々な職種の人
との交流ができればと
思っています。よろし
くお願いします。

　はじめまして。佐藤と
申します。青年部の先
輩方にご指導頂きなが
ら東根市を盛り上げて
いきます。どうぞ末永く
宜しくお願い致します。

　一昨年の６月から一
本木で始めました。地元
は大石田ですが縁あっ
て東根で開業すること
ができました。これから
よろしくお願いします。

藁谷　英孝
（㈱山形玉艶花火店）

　神町で体質調整サロ
ン・オリエンタルボディ
を運営しております。東
洋医学を用いた「経絡
（けいらく）」マッサージ
をしたり骨盤ストレッが
チ出来ます。

大場　智美
（オリエンタルボディ）

　はじめまして。去年に独
立をして、地域の人達と
もっと交流を深めたいと思
い商工会に入会させて頂
きました。微力ながら応援、
協力していきたいと思いま
す。よろしくお願いします。

伊藤　正義
（正塗装）

佐直　和春
（㈲佐直写真館）

　もう卒業なんですねー。

早いなー、40歳かー。と

いうのが正直な思いです。

青年部には 10 年ちょっ

とお世話になりました。

その中での一番の財産は

仲間ですね。同じ目的を

共有してつくり上げてい

く青年部のパワーある活

動は最幸です！これから

も皆さんの活躍を期待し

てます。たまに誘ってね。

オレは日本一を目指し

突っ走ります！

関　　英行
（関商店）

高橋　史幸
（㈱高橋金物店）

佐伯　公彰
（㈲佐伯製餡所）

（１月19日開催）

（12月７日開催）

（１月６日開催） （５月８日開催）

渡辺　友和
（㈲渡辺工建建設）

山内　稔順
（㈱ブロードアイ）

（７月28日～29日）

大内　　晶
（ヘアメイクナチュレル）

（６月８日開催）

佐伯　公彰
（㈲佐伯製餡所）

伊藤幸之助
（ド・リーテ・マルシャン）

（11月９日開催）

大江　　亮
（㈲大江一二商店）

　冬期間はなかなか
参加できませんでし
たが、青年部の活動
を通じて地域のこと
をいろいろと感じる
ことができました。
感じたことをいずれ
かの形で自分の経営
に当てはめて、成長
していきたいです。
ありがとうございま
した。

　お世話になりまし
た。青年部からのお
誘いを受けて入部
し、はや 4年が経ち
ました。様々なイベ
ントを通し、沢山の
人達と知り合えた事
や経験出来た事は、
とても良い思い出に
なりました。本当に
有難う御座いまし
た。

　青年部活動を通し
て、様々なことに気づ
き､ 学び、自分自身が
大きく成長できたよう
な気がします。それは、
人と人とのつながりが
そこにあったからこそ
なんだと改めて思い
ます。これからもより
一層パワーアップした
青年部を期待していま
す !! 青年部は永久に不
滅ですから !!

藁谷 英孝木亮太亮亮太 藤 慎司司藤藤荒井俊太郎太郎郎名和 吉場 智美大大場 藤 義伊伊藤
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家族交流会

新年会 通常総会米俵レースひが
しね
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青年部視察研修 in 東京

白水荘訪問＝部員の子ども達8人参加＝

　今年の家族交流会は東根温泉屋内ゲー

トボール場で行われました。子供達の元

気に遊ぶ姿を見ながら美味しい芋煮を食

べる事ができ、同じ青年部のご家族と話

す機会があ

る事はとて

も貴重な一

日を過ごす

事が出来ま

した。

　販売させていただいたオリジ

ナルスイーツ「麩イーツ」のみ

ならず、さくらんぼも温泉もと

にかく東根を丸ごと、参加者の

方々に大好きになっていただき

たい！とは思うものの、ランナー

の熱気に毎

年圧倒され、

逆に活力を

わき起こさ

せていただ

いてばかり

です。

　東根JC主催で行われ

た「ひがしね米俵レース」。15キロの米

俵を担ぎ上げ数々の障害物が配置された

200メートルのフィールドをリレー形式

で滑走します。

　我々青年部もお手伝いとして参加し、

寒空の下、繰り広げられた白熱のレース

を大いに盛り上げました。

　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。

　恒例となった白水荘への慰問事

業、今年もクリスマス前に行ってき

ました。青年部OBの吉田屋さん

が入所者の前でケーキ作りの実演

を行い､ 参加した子供たち８名が

クリスマスソングを披露しました。

　その後みんなで一緒においしいケーキを食べ、笑

顔あふれる慰問となりました。

　今回の青年部旅行は、東京の浅草、

かっぱ橋、銀座方面へ行ってきました。

浅草の雷門でこれからの青年部員の商

売繁盛を祈願し、私自身これからもよ

り一層、自らの事業に力を注ぎ、東根

を盛り上げていきたいです。

佐々木亮太
（旬味漫彩 鷹月）

佐藤　慎司
（ほのぼの鍼灸治療院）

　東根市を盛り上げ支
えていくには若い人達
が中心の地域に根ざし
た活動が必要不可欠で
す。青年部皆様方と一緒
にまず参加して協力して
いきたいと思います。

荒井俊太郎
（アライ建設）

　東根市の地域貢献、地
域活性化のお手伝いをさ
せて頂き、楽しみながら
沢山のことを学んでいき
たいと思いますので皆様
よろしくお願い致します。

名和　吉弘
（そばと酒まるよし）

　振り返ればあっという間の 2年間でした。青年部長を無事に勤める

ことができたのも、活動にご理解ご協力いただいた商工会職員様、心強

く支えてくれた渡辺事務局、活動を盛り上げ支えてくれた青年部員、的

確なアドバイスや助言をくれた植松相談役、そしてお世話になった多く

の皆様のおかげです。心より感謝申し上げます。

　任期中は「地域貢献」と「若手経営者・後継者としての資質の向上」

この 2つのバランスを大切にするため、定例会では部員の事業所プレ

ゼンや経営の勉強会が出来たと思います。そして、この 2年間で 16名

の新入部員と出会い共に活動出来たことを嬉しく思っております。商工

会連絡協議会「事業発表大会」では活動や発表が認められ最優秀賞を受

賞。また「白水荘慰問事業」が福祉協議会より表彰されました。

　青年部は自己成長の場です。活動を通じ見聞を広め地域発展と商売繁
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　佐藤弘成新部長のもと、今後の東根市商工会青年部のさらなる発展を

心より祈念申し上げます。

　はじめまして、青年
部では様々な職種の人
との交流ができればと
思っています。よろし
くお願いします。

　はじめまして。佐藤と
申します。青年部の先
輩方にご指導頂きなが
ら東根市を盛り上げて
いきます。どうぞ末永く
宜しくお願い致します。

　一昨年の６月から一
本木で始めました。地元
は大石田ですが縁あっ
て東根で開業すること
ができました。これから
よろしくお願いします。

藁谷　英孝
（㈱山形玉艶花火店）

　神町で体質調整サロ
ン・オリエンタルボディ
を運営しております。東
洋医学を用いた「経絡
（けいらく）」マッサージ
をしたり骨盤ストレッが
チ出来ます。

大場　智美
（オリエンタルボディ）

　はじめまして。去年に独
立をして、地域の人達と
もっと交流を深めたいと思
い商工会に入会させて頂
きました。微力ながら応援、
協力していきたいと思いま
す。よろしくお願いします。

伊藤　正義
（正塗装）

佐直　和春
（㈲佐直写真館）

　もう卒業なんですねー。

早いなー、40歳かー。と

いうのが正直な思いです。

青年部には 10 年ちょっ

とお世話になりました。

その中での一番の財産は

仲間ですね。同じ目的を

共有してつくり上げてい

く青年部のパワーある活

動は最幸です！これから

も皆さんの活躍を期待し

てます。たまに誘ってね。

オレは日本一を目指し

突っ走ります！

関　　英行
（関商店）

高橋　史幸
（㈱高橋金物店）

佐伯　公彰
（㈲佐伯製餡所）

（１月19日開催）

（12月７日開催）

（１月６日開催） （５月８日開催）

渡辺　友和
（㈲渡辺工建建設）

山内　稔順
（㈱ブロードアイ）

（７月28日～29日）

大内　　晶
（ヘアメイクナチュレル）

（６月８日開催）

佐伯　公彰
（㈲佐伯製餡所）

伊藤幸之助
（ド・リーテ・マルシャン）

（11月９日開催）

大江　　亮
（㈲大江一二商店）

　冬期間はなかなか
参加できませんでし
たが、青年部の活動
を通じて地域のこと
をいろいろと感じる
ことができました。
感じたことをいずれ
かの形で自分の経営
に当てはめて、成長
していきたいです。
ありがとうございま
した。

　お世話になりまし
た。青年部からのお
誘いを受けて入部
し、はや 4年が経ち
ました。様々なイベ
ントを通し、沢山の
人達と知り合えた事
や経験出来た事は、
とても良い思い出に
なりました。本当に
有難う御座いまし
た。

　青年部活動を通し
て、様々なことに気づ
き､ 学び、自分自身が
大きく成長できたよう
な気がします。それは、
人と人とのつながりが
そこにあったからこそ
なんだと改めて思い
ます。これからもより
一層パワーアップした
青年部を期待していま
す !! 青年部は永久に不
滅ですから !!
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