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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/

部長あいさつ

植

松

伸

之（㈱植松商店）

東根市商工会会員の皆様、日頃より東根市商工会青年部へご理解と、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、商工会青年部広報誌「せいねんぶ白書」第 15 号を発行できました
ことを深く感謝申し上げます。
平成 23 年は全ての日本人にとって、また私たち青年部にとっても忘れる事のできぬ「東日本大震災」
が起きた年でありました。青年部も森相談役を中心に岩手県陸前高田市へと物資の供給と炊き出しを数回
に渡り支援させていただきました。その活動の中で、私たち青年部も被災された方々にふれあい、お話を
伺うことで、普段の生活では気付くことができなかった事に改めて気付かされました。
また、この震災では同じ青年部の仲間もたくさん亡くなりました。私たちは、同じ志をもった仲間の死に恥じることなく、こ
れからもそれぞれの商売をおろそかにせず、青年部活動にもますます励む所存であります。
その他の青年部活動としては、
「さくらんぼマラソン de ウエディング」を成功させ、一年に渡り継続してきた「婚カツ部」
も無事に卒部式を迎えられました。
また、
「恋の浪漫飛行」に至っては、長年の実績が県で評価され、
「輝けやまがた若者大賞」をいただく事ができました。
昨年度は、部長就任一年目の緊張の中で佐伯、大内両副部長やたくさんの部員に支えられ多くの青年部事業をさせていただ
きました。
そしてこの度、大変お世話になりました先輩方が卒業されました。今まで多くの事を教えていただき誠にありがとうござい
ました。これからも先輩方の教えを忘れず、商工会青年部一同、謙虚にかつ積極的に地域貢献に努めさせていただきます。
本年度もご指導ご鞭撻の程、よろしくお願い致します。

さくらんぼマラソン de ウェディング（6/12 開催）
矢

口

匡

彦（レガールプラザツルカメ）

２００１年、新しい世紀の幕開けに沸く中、
「さくらんぼの町」を全国にアピールすべくスタートした“さ
くらんぼマラソン”
。あっという間に１万人以上が出走する東北最大級のマラソン大会になり、その記念すべ
き 10 回大会には何か新しい、記念になる取り組みをしようという話が自然と持ち上がりました。
紆余曲折あって記念事業は「ウェディング」ということになり、過去に山形空港で実施した実績のある我
が青年部に話が来るまでそう時間はかかりませんでした。
そんな経緯でスタートした「さくらんぼマラソン de ウェディング」ですが、募集開始初日に３組の枠が埋まってしまうな
どその盛況ぶりを肌に感じ、僕達の緊張感は高まり続けていきます。３組の新郎新婦と連絡を開始し、それぞれの想いにふれ、
俄然やる気が起きてきたその時、
、
、
、
、
、未曾有の大震災がやってきました。震災被害者の心情を汲み、ウェディングは中止にな
る可能性が大きいと早い段階でしらされる中、僕らは日常に追われマラソン大会の話し合いも薄れていきました。そんな時期
が１カ月続いた頃、
「みんなに元気になってもらうためにやはりウェディングは行う」と市長が決断。青年部内で歓声が上がり
ました。急ピッチで準備が進み、あっという間に当日がやってきました。ゲストの瀬古利彦さん・高橋尚子さん・千葉真子さ
んに結婚の立会人になっていただき、１万２千人の観衆の前で３組のカップルは夫婦になりました。内１組は震災で多大な被
害を受けており最後まで参加を迷っていましたが、強い想いを持って参加を決意したと、壇上で語ってくれました。結婚式に
は凝縮された人生が映し出されます。その後、大会用に製作されたミニ丈にチェンジ出来るドレスを着た新婦様がタキシード
姿のままの新郎様と５キロのカップルラン！歓声がとても温かく、結婚式の素晴らしさを部員一同噛みしめました。
30 名を超える青年部員がそれぞれの役割を高い意識で確実に実行してくれました。
市の担当者から「青年部にすべて任せて正解だった」と言っ
てもらえた時、僕は青年部に入れたことを心から誇らしく
思いました。僕らが生み出したものは、多分僕らが思うよ
りも大きく、僕らが思うよりも多くの方の心を動かしていま
す。時間が経つにつれ益々そう思うようになりました。
３組の夫婦は今年も走りに来てくれます。僕らの想いも
彼らとともに東根を駆け抜ける事でしょう。

2012 年 4 月 24 日

せいねんぶ白書

第 15 号

「恋の浪漫飛行 Part6 空港でチョコ告しましょ♥」（2/18 開催）
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女子から告白したい‼ ２月のイベント、バレンタインから考えた「女性告白」
「チョ
コレートを使ったパーティー」
。そして、
「照明を落ち着かせた雰囲気づくり」から、今
回の浪漫飛行は始まりました。
「チョコレート」を想像させるポスター。会場のバルーン装飾。チョコレートファウ
桃谷 朋江 ンテン、アルコールブースのお酒、カフェブースのおかしなど、チョコレートにこだわ
（モモヤ花店）
りました。そして、バレンタインの告白といえば、チョコレートを渡して告白。浪漫飛
行デザインの告白チョコレートをつくり、
「チョコレートで告白」＝『チョコ告』発信‼
迎えた 2 月 18 日。応募定員、男女各 50 組のところ、男性 126 組、女性 81 組の応募をいただき、定
員を増やして抽選で決まった男女各 60 組、
240 人の参加者。当日キャンセルもなく搭乗完了。自己紹介後、
男女それぞれのグループをつくり、乾杯ジュースを持った男性が同じグループの女性へジュースを手渡し。乾杯！グループご
と自然に話し、笑い合える雰囲気になり、チョコレートファウンテンを楽しみフリータイムへ。2 階フロアの照明を落とし、ス
ポットの光でイイ雰囲気に。より親密に話ができる空間ができました。そして告白タイム‼ 初めての女性告白です。5 人の女
性がチョコレートを渡して『チョコ告』！男性の返事は……5 人みんな大成功‼ その後、
男性からの告白は 46 組のカップル成立‼ 合わせて 51 組のカップルが誕生しました
‼‼‼‼‼ この山形空港での浪漫飛行が、参加してくれたみなさんにとって、大切な
出会いになればイイなと思います。
…今回の浪漫飛行。
“初めて”がたくさんありました。今までの浪漫飛行と経験、み
んなの大切な想いがありました。たくさんの“想い”が形になって，今回の浪漫飛行が
できました。今、伝えきれないたくさんの「ありがとう」でいっぱいです。みなさんと
一緒に、ステキな浪漫飛行ができました。
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家族交流会（10/16 開催）
今年初めて家族交流会に参加しました。
あいにくの雨模様で、長瀞公民館での開催となりました。
私は、家族みんなで参加して、公民館の屋内ホールで、子供

大沼

剛志 達とボール遊びや鬼ごっこ等、普段一緒に遊ぶ事が少なかった

（㈲大沼塗装店）

ので、楽しく過ごせてうれしかったです。

その後、おいしい芋煮とおにぎり、そしてビールとみんなで楽しく食事しまし
た。色々な方と話せる機会があり、交流を深める事ができて良かったと思います。
とても楽しい家族交流会だったので、来年も家族みんなで参加したいです。

白水荘慰問（12/17 開催）
12 月 17 日、
第二白水荘でかわいいチビッ
コサンタさん達と一緒にクリスマス会を行
いました。
大勢のおじいちゃん、おばあちゃん達に
佐藤 弘成
迎えられちょっとキンチョ―気味なチビッ
（ひろなり家具）
コサンタさん達……。恥ずかしながらも一
生懸命クリスマスの歌を歌い、子供達の歌に合わせて青年部
ОＢパティシエ吉田先輩を中心にクリスマスのデコレーショ
ンを披露しました。チビッコサンタの歌声にノリノリだったお
じいちゃんもいました♪
初めはキンチョ―気味だっ
た子供達も最後にニコニコ笑
顔でケーキを食べていたのが
印象的でした（＾－＾）
このような素敵な事業をこ
れからも続けていきたいと思
います。

駅前清掃（4/11 開催）
早朝 6 時より毎年恒例のさくらんぼ
駅前清掃を行いました。約一時間ほど
の清掃でしたが、思ったよりも多くの
前田 一雄 ごみが集まりました。特に空き缶や地
（前田工場） 面に張り付いたガムの多さが目に付き
ました。年に一回の清掃ですが、朝早
起きして自分の生まれた町を綺麗にすると、とてもすが
すがしい気持ちになります。今後も続けていきたい事業
のひとつです。早朝からの清掃でその日の夜に行われた
総会後のビールがよりいっそうおいしく感じました。

【東根市商工会ホームページアドレス】http://www.shokokai-yamagata.or.jp/higashine/

ひがしね祭 （8/11 開催）

庄司

潤一（ピーアイエス㈱）

30 度を超える真夏日の中、本年度も我々青年部もひがしね祭りに従事させて頂きました。
昼の部では毎年恒例になっている「ふわふわうし太郎」
「紙ひこうき飛ばし」
「マスつかみ取り」を行ま
しいた。どのイベントにおいても暑さを吹き飛ばすほどの子供たちの元
気な声と笑い声が行きかい、皆が笑顔になれる時間となりました。
夜の部の出店では昨年好評だったドライカレーをイチオシ商品としてトウモロコシ、
飲み物等を販売しました。
女性部員が中心となり丁寧に作り上げた事もあって、次から次へお客さんが入りお祭
終了前に全て完売となる大盛況ぶりとなりました。この日は皆と協力しながら一緒に事
業を成功させる事が出来た有意義な一日となりました。

さくらんぼ 種とばし大会

ジャパングランプリ

（6/19 開催）

浅野目優貴（山交観光㈱東根案内所）

今年も晴天に恵まれ、恒例の種飛ばし大会が開催されました。今年も
大変賑わい、さくらんボーイズはじめ青年部の皆さん、その他市のスタッ
フの方など一丸となり、熱い中汗を流し皆さん頑張っていました。
自分としては 3 回目の参加でしたが、今年は団体枠で県外から来た団体ツアーのお客
さんも多く参加された様です。毎年楽しみにして頂き、このイベントに合わせて山形に
東根に、旅行やさくらんぼ狩りなど来てくれる人もいるだろうと思います。もっと多く
の人にこのイベントが広まって楽しんで頂ければと思います。あと、またいつか「リンカー
ン」みたいにお笑い芸人とかテレビが来てくれたらなんて願っています。

合同セミナー（7/14 開催）

山内

稔順（㈱ブロードアイ）

例年寒河江市商工会青年部と行っていた合同セミナーですが、今年は中山・大石田も加えて恋の浪漫飛
行のプレゼンを行いました。
まだまだ青年部での活動歴は短いのですが、そんな私も“ひな壇”で
プレゼンのお手伝いをさせていただいた合同研修会。そうは言っても学ばせていただく
ことばかりで、
「恋の浪漫飛行」開催に携わった先輩方の尽力に唸るばかり。
また、普段なかなか接することができない寒河江・中山・大石田の青年部員との交流
は大変有意義でした。寒河江の青年部は部員数が 100 名を突破したというのは後日知り
ましたが、大変精力的に活動されている他の青年部とも刺激し合って、地域を元気にし
ていきたいという思いを強くした「あづまや」でのひと時でした。

総

会（4/11 開催）

城下町夏まつり（7/30 開催）

駅前清掃と同日の夜に行い、全議案

今年もますのつかみ取りやさくらん

が承認されました。また、総会の後、

ぼ種飛ばし大会、映画上映を行い、祭

懇親会も行いました。

りを盛り上げました。

新年会（1/16 開催）
矢口会長に新年にあたってのお話を
いただき、その後は外の大雪を溶かす
ほど盛り上がり、一年の決意を新たに
しました。

ひがしね婚カツ部について
＜Ｈ 22.12.11（入部式）〜Ｈ 23.12. 3（卒部式）＞

伊藤

秀次（伊藤菓子店）

平成 22 年 12 月、東根市商工会青年部の新たな婚活事業への取り組みとして、ひ
がしね婚カツ部がスタートしました。部活動という形で一年間、婚カツ部に登録し
た部員さんそれぞれの自由意志で活動していただく、そして商工会青年部はイベン
トなどを企画、運営などでみなさんをサポートするという試み
です。蜜蝋作り体験、ボーリング大会、陶芸教室などさまざま
なイベントが開催されました。回を重ねるうちにだんだんと婚
カツ部員さん同士での交流が盛んになっていき、大変な盛り上
がりをみせました。 私は婚カツ部員として参加させていただき、
たくさんの仲間と出会いすばらしい経験をさせていただきまし
た。婚カツ部で生まれた仲間や縁はこれからもずっと大切にしていきたいです。
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事業所名 前田建設
ひとこと 短い間でしたが商工

会青年部にお世話になり、色々
な活動を通して貴重な経験を
まえ だ

なお と

前田 直人

させて頂きました。ありがと
うございます。

これからも商工会青年部の活躍に期待して
います。

卒業部員紹介

新入部員紹介

お世話になりました。青年部
のパワーは今までに経験した
ことのない強くて温かいもの
でした。東根を心から愛する
たけ だ
ゆ
き
武田 由紀 部員のみなさんへ、これから
もいろんな場での活躍を楽し
みにしています。そして女性部員のみなさん
へ、いつも温かく迎え入れてくれてありがと
う。元気をたくさんもらいました。

事業所名 そば処東亭
ひとこと 3 年間と短い在籍で

したが、大変貴重な経験をさ
せてもらいました。そして、
沢山の素晴らしい仲間と出会
お
の
たけし
えた事は、大きな財産になり
小野
健
ました。
これからも、これまで同様に宜しくお願い致
します。

生年月日 昭和 53 年 8 月 10 日
趣
味 コレクター

生年月日 昭和 49 年 1 月 14 日
趣
味 DVD 鑑賞

生年月日 昭和 59 年 9 月 13 日
趣
味 釣り、旅行

シオン

所 羽入 2115-4

生年月日 昭和 54 年 4 月 15 日
趣

味 バンド演奏（ベース）

抱

負 先輩方との交流を楽し

みにしております。
よろしくお願い致します。

抱
負 出来ることからコツ
コツと！
天野 和哉
まだまだ分からない事だらけ
ですが精一杯がんばって行こうと思いますの
で、どうぞ宜しくお願いします。
あま の

かず や

㈲光陽ピッグファーム
島大堀字下川原 655-8
昭和 54 年 4 月 11 日
ゴルフ、草野球、
モータースポーツ
抱
負 みなさまはじめまして。
いしやま
たかひろ
石山 高広 せっかく入会させていただいた
にも関わらず、なかなか参加で
きずに申し訳ありません。地域に根差し精力的
に活動されている皆様との交流からいろいろ学
ばせてもらい、東根の振興に貢献できたらいい
なと思っております。よろしくお願いします。
事業所名
住
所
生年月日
趣
味

抱
負 さまざまな事業に積
極的に参加し、東根市をさら
植松 裕 介
に盛り上げていきたいと思い
ますので、どうぞよろしくお願いします。
うえまつ

ゆうすけ

「せいねんぶ白書」発行に
あたり、たくさんのご協力
ありがとうございます。本
年度も、様々な活動を通し、
東根を盛り上げる商工会青
年 部となるようがんばって
いきます。

住

大山 和宏

事業所名 アラタ工業
ひとこと 入部してから 3 年間、

事業所名 ウエマツ電気工事店
住
所 長瀞 1509

あきひろ

かずひろ

と、たくさんのご縁を頂き
ました。先日、卒業記念にかわいい後
輩たちからサンキュープレートのプレ
ゼントがありました。ほめすぎでちょっ
と恥ずかしくなってしまうようなメッ
セージがたくさん書いてある写真入の
せい の
まこと
清野
誠 プレートです。こんな気の利く後輩を
育てたおぼえは無いのですが、目上の
者を敬い、仲間を思いやり、地域に貢献する青年部の精
神が活動を通し、しっかりと受け継がれているんだなぁ
と改めて感じたところでした。最後にお礼と感謝を申しあ
げ卒業のメッセージにしたいと思います。皆さんありがと
う！思いっきりやってくださいね！応援してます！

事業所名 居酒屋いっぽん氣
住
所 一本木 1-5-19

事業所名 株式会社

おおやま

年在籍させて頂き、大変お世
話になりました。地域活性やま
ちづくり団体に所属したのも青
年部が初めてで、色々な経験を
わたなべ
たか し
渡辺 貴志 させて頂いたことで、今の自分
があり色々な方々とも知り合い
になれ、今の私があると思います。今後もいろ
いろな場面で、この経験を生かしていきたいと
思います。本当にお世話になりました。

事業所名 ㈲クリーニング清野
ひとこと 入部して 18 年、よき仲間

事業所名 奥山ホケン
住
所 宮崎 3-7-1

抱
負 まだまだ分からない
ことだらけですが、商工会青
奥山 章裕
年部の活動を通して地域貢献、
地域活性化の手助けとなればと思います。
どうぞよろしくお願いします。
おくやま

事業所名 渡辺商店
ひとこと 商工会青年部に十数

編集後記

佐藤

拓

（㈱光洋印刷）

