せいねんぶ白書

！

部長あいさつ
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のご理解と、

恋の浪漫飛行パート10

多大なるご支援ご協力を頂き誠にあ

（10月17日開催）

報誌「せいねんぶ白書」第 19 号を発

りがとうございます。また、青年部広
行出来ましたことを深く感謝申し上

恋の浪漫飛行を終えて
佐藤

磨樹

（tobe）

げます。

10 月にする 10 回目の浪漫飛行ファイナル。大胆な時期の

佐藤

弘成

（ひろなり家具）

部長任期 1 年目となる平成 27 年度

変更に挑戦し、10 月 17 日（土）ハロウィンのテーマで部員

は毎年恒例事業であります「さくらんぼ駅前清掃」「さく

全員仮装して開催しました。今回はこれまでの総決算として、青年会議所、農協青

らんぼ種飛ばし大会」「ひがしね祭」
「恋の浪漫飛行」「白

年部、温泉活性化委員会、スウィーツクラブと総動員しての大きな事業になりまし

水荘慰問事業」の他にも「さくらんぼマラソン大会」「グ

た。当日は晴天、男性 109 名女性 110 名、スタッフ約 50 名、台湾のチャーター

ルメフェス」への出店など数多くの活動を行いました。部

便も重なり利用者約 300 名、空港内は約 600 名がごった返る中、始まりました。

員皆様の協力のおかげでどの事業も大成功で終える事が出

受け付けの動線変更や再構成した自己紹介、フリータイムには各協力団体から

来ました。また活動を通じ部員同士の絆も深まりました。

様々なサービス、そして進化した告白タイム。ラストといえどそれで良しとせず

昨年 10 月に行った「恋の浪漫飛行パート 10」は 10 回

攻めのやり方あたりが青年部らしいと思います。最後、屋上からみんなで見た花

という節目を迎えました。今回でファイナルという事で、

火。最高でした。10 年間の想い出が巡った瞬間でもありました。カップル成立

これまで参加して下さった方々、10 年間継続するために

42 組。打ち上げでの皆の晴れ晴れした顔は忘れられません。伝説になりました。

色々な企画運営を頑張った青年部員、青年部 OB に感謝の
意味も込めてイベント最後に空港の夜空に打ち上げ花火を
平成28年5月12日

上げました。また他団体の協力などを得ながら大成功で幕
を閉じる事が出来ました。今後は新事業立ち上げを考え中

Vo l.

です。浪漫飛行のように皆様に愛される事業になる様に青

東根市商工会青年部

年部員一丸となって企画しているところです。
今年度も東根市商工会青年部一同、創造力と行動力をい
かし、地域振興の先駆者となるよう頑張っていきます。今
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後ともご指導ご鞭撻よろしくお願いいたします。

今年も晴天に恵まれ、今年からワールドグランプリ
として開催されました。恒例になったさくらんぼ〜イ

〃
結婚に至った人達 １１組
今回のカップル数
４２組

ズによる丁寧かつ確実な指導。海外からの参加もあり
なさんが笑顔で楽しんでいただけた「さくらんぼ種飛
ばしワールドグランプリ」だったと思いました。来年

伊藤

正義

（正塗装）

も沢山の方々に来て頂きたいです。

ワールドグランプリ

大いに盛り上がりました。スタッフとして、とてもみ

さくらんぼ

これまでの参加人数
２，３５６人
〃
カップル成立数 ４１４組
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（10月10日・11日開催）
今年も 10 月 9 日から

ふあふあ、射的、ますつ

コーヒー味のかき氷を新

かみの他、新たにスラック

メニューに加えて、夕方 4

ライン、ハンモックを設置

時、夜の部開始 !!

しました。スラックライン

大山

揚滋

（大山商材）

桃谷

朋江

（モモヤ花店）

11 日の 3 日間、開催さ
れました。

手づく

会場にはゲストとし

り玉こんにゃくも大人気！

て、料理研究家の森崎友

藁谷

英孝

（㈱山形玉艶花火店）

は新感覚のスポーツで難し

今年もみんなで青年部の味

紀さん、お笑いトリオの

いですが、
子供たちに楽しんでもらいました。

を楽しみました。

ななめ 45°などの芸能人が登場し、たくさん
のお客さんを楽しませていました。
青年部は、キッズコーナーのブースを担当
し、射的とスーパーボールすくいを催しま
した。2 日目は悪天候になってしまいました
が、小さなお子さんや家族連れで賑わい大盛
況に終わる事ができました。

せいねんぶ白書

！

部長あいさつ
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のご理解と、

恋の浪漫飛行パート10

多大なるご支援ご協力を頂き誠にあ

（10月17日開催）

報誌「せいねんぶ白書」第 19 号を発

りがとうございます。また、青年部広
行出来ましたことを深く感謝申し上

恋の浪漫飛行を終えて
佐藤

磨樹

（tobe）

げます。

10 月にする 10 回目の浪漫飛行ファイナル。大胆な時期の

佐藤

弘成

（ひろなり家具）

部長任期 1 年目となる平成 27 年度

変更に挑戦し、10 月 17 日（土）ハロウィンのテーマで部員

は毎年恒例事業であります「さくらんぼ駅前清掃」「さく

全員仮装して開催しました。今回はこれまでの総決算として、青年会議所、農協青

らんぼ種飛ばし大会」「ひがしね祭」
「恋の浪漫飛行」「白

年部、温泉活性化委員会、スウィーツクラブと総動員しての大きな事業になりまし

水荘慰問事業」の他にも「さくらんぼマラソン大会」「グ

た。当日は晴天、男性 109 名女性 110 名、スタッフ約 50 名、台湾のチャーター

ルメフェス」への出店など数多くの活動を行いました。部

便も重なり利用者約 300 名、空港内は約 600 名がごった返る中、始まりました。

員皆様の協力のおかげでどの事業も大成功で終える事が出

受け付けの動線変更や再構成した自己紹介、フリータイムには各協力団体から

来ました。また活動を通じ部員同士の絆も深まりました。

様々なサービス、そして進化した告白タイム。ラストといえどそれで良しとせず

昨年 10 月に行った「恋の浪漫飛行パート 10」は 10 回

攻めのやり方あたりが青年部らしいと思います。最後、屋上からみんなで見た花

という節目を迎えました。今回でファイナルという事で、

火。最高でした。10 年間の想い出が巡った瞬間でもありました。カップル成立

これまで参加して下さった方々、10 年間継続するために

42 組。打ち上げでの皆の晴れ晴れした顔は忘れられません。伝説になりました。

色々な企画運営を頑張った青年部員、青年部 OB に感謝の
意味も込めてイベント最後に空港の夜空に打ち上げ花火を
平成28年5月12日

上げました。また他団体の協力などを得ながら大成功で幕
を閉じる事が出来ました。今後は新事業立ち上げを考え中

Vo l.

です。浪漫飛行のように皆様に愛される事業になる様に青

東根市商工会青年部

年部員一丸となって企画しているところです。
今年度も東根市商工会青年部一同、創造力と行動力をい
かし、地域振興の先駆者となるよう頑張っていきます。今

19

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

後ともご指導ご鞭撻よろしくお願いいたします。

今年も晴天に恵まれ、今年からワールドグランプリ
として開催されました。恒例になったさくらんぼ〜イ

〃
結婚に至った人達 １１組
今回のカップル数
４２組

ズによる丁寧かつ確実な指導。海外からの参加もあり
なさんが笑顔で楽しんでいただけた「さくらんぼ種飛
ばしワールドグランプリ」だったと思いました。来年

伊藤

正義

（正塗装）

も沢山の方々に来て頂きたいです。

ワールドグランプリ

大いに盛り上がりました。スタッフとして、とてもみ

さくらんぼ

これまでの参加人数
２，３５６人
〃
カップル成立数 ４１４組

︵
６
月2
14
日0
開1
催5
︶

ひがしね祭
（８月11日開催）

昼の部

夜の部

とばし

ࡦ

ƒÂǆƛƮŽǶȒǻǍǟǥ¢ƥſƊƠ
in
（10月10日・11日開催）
今年も 10 月 9 日から

ふあふあ、射的、ますつ

コーヒー味のかき氷を新

かみの他、新たにスラック

メニューに加えて、夕方 4

ライン、ハンモックを設置

時、夜の部開始 !!

しました。スラックライン

大山

揚滋

（大山商材）

桃谷

朋江

（モモヤ花店）

11 日の 3 日間、開催さ
れました。

手づく

会場にはゲストとし

り玉こんにゃくも大人気！

て、料理研究家の森崎友

藁谷

英孝

（㈱山形玉艶花火店）

は新感覚のスポーツで難し

今年もみんなで青年部の味

紀さん、お笑いトリオの

いですが、
子供たちに楽しんでもらいました。

を楽しみました。

ななめ 45°などの芸能人が登場し、たくさん
のお客さんを楽しませていました。
青年部は、キッズコーナーのブースを担当
し、射的とスーパーボールすくいを催しま
した。2 日目は悪天候になってしまいました
が、小さなお子さんや家族連れで賑わい大盛
況に終わる事ができました。

白水荘訪問 ＝部員の子ども達 8 人参加＝

楽しかったよ〜!!
家族交流会 （11月23日開催）
作るという目標が自分の中にあった。し

（伊藤青果）

慰問に行ってきました。

んぼをのせたかき氷でした。県

にて行いました。今回はカレーを盛大に

孝男

今年も、第二白水荘さんへの

販売したのは、東根産さくら

11 月 23 日家族交流会を長瀞公民館

小角

（12月19日開催）

（６月７日開催）

内外のランナーのみなさんに東

例年よりも多くの子供達が参

根のさくらんぼのおいしさを PR

加してくれて、とてもにぎやか

できたと思います。当日は大盛

かし失敗。その失敗も調理を専門にする
事業者がいた

佐々木亮太

況でしたが、青年部の団結力が

（鷹月）

さらに高まったにちがいないと

おかげで大成

大沼

歌と青年部 OB の吉田さんのお

（㈲大沼塗装店）

剛志

いしいケーキで楽しい時間を過ごせました。
参加してくれたみなさん、準備等して頂いた白

思います。大

功に終わった。

な慰問になりました。子供達の

水荘のみなさん、ありがとうございました。

失敗も仲間の

会も熱気と活

助けで成功に

気 に あ ふ れ、

なる楽しい家

自分も元気を

族交流会でし

もらったマラ

た。

ソン大会でし
た。

今回の青年部視察研修は、神奈川県・
横浜方面に行ってきました。天候にも恵
まれ美しい横浜のロケーションを堪能
してきました。日清食品や日産自動車
大変勉強になりました。今回の研修で、

一雄

（前田工場）

見て聞いて得たものを今後どう活かせるかしっかり考え、
将来につなげていきたいと思います。

湯けむりマルシェ
（９月26日開催）

東根温泉活性化委員会主催の「湯け
むりマルシェ」に参加させていただき
ました。
青年部では、ラムネやノンアルカル
テル等を販売し、地域の方とふれ合
い、大変有意義な時間を過ごす事がで
きました。

♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨

（12月６日〜７日）

などを視察し、企業の歴史などを知り、 前田

♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨

ひがしね
温泉

青年部視察研修 in 横浜

新年会

通常総会

（１月21日開催）

（４月28日開催）

連日の雪の中、部員みん

年に1 度の総会にはたく

なで新年を祝いました。大

さ ん の 部 員 が 参 加 し、 決

河原会長よりご挨拶を頂

算・予算・事業計画等すべ

き、青年部の新しい一年を

て原案通り承認されました。

無事スタートする事ができ
ました。

♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨

卒業部員からの メッセージ

青柳

知義

（㈱青柳不動産）

平成 14 年に入部し、皆さんと共に活動してき
まして気がつけば長い時間が過ぎました。
同世代の皆さんとの出会えたのが一番の財産
だと思っています。与えられるモノではなく、自
ら取りに行って自己の飛躍に繋がると思いますの
で残る皆さんはこれから自ら青年部活動に尽力
頂きたいと思います。今後も東根商工会青年部
の活躍を期待しています。永い間、ありがとう御
座いました。

小野

喬

齋藤

伸治

健太郎

（㈱槇電気工事）

（㈱齋藤管工業）

藤田 和弥

昨年 4 月に入部させて
頂 き ま し た。 槇 健 太 郎 で
す。皆様との出会いを大切
にし、東根市の活性化にお
役に立てれば幸いです。よ
ろしくお願いします。

はじめまして。地域活動
を通じて様々な方面で貢献
し学び、それを活かしてい
きたいと思います。よろし
くお願いします。

佐藤

貴人

（寿司とレストラン大黒）

高橋

和宏

（高橋旅館）

武田
武

光市

（㈲武田商店）

一昨年の春から祖父母の
会社を手伝うために東根に
帰ってきました。東根を盛
り上げるために微力ながら
活動していきたいです。よ
ろしくお願いします。

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。
宜しくお願い致します。

武田
武

将矢

（（一社）
東根市観光物産協会）

（㈱高橋金物店）

自分は青年部に入りましたが、あまり活動
に参加する事は出来ませんでした。ですが、
皆さんのパワーを感じる事が出来、東根の将
来にも明るいものを感じました。
これからも皆さんの活躍をお祈りしていま
す。

新入部員
紹 介

（㈲小野鉄工所）

槇
平成 24 年 11 月から 3 年半という短い時
間ではありましたが、忘れられない熱い 3
年半でした。青年部の皆様との出会いは私の
大切な宝物です !! これからも未来の子供達に
夢を与え続けて下さい。
本当に有難うございました。

はじめまして。同級生が
多数いることもあり、青年
部に入会させて頂きまし
た。皆様の力になれますよ
う一生懸命頑張りますので
よろしくお願いします。

城下町祭り

（アライ建設）

日開催︶

荒井俊太郎

今年の城下町夏祭りは例年とほんの
一味違います。「ひろなり家具」店内
ウッドデッキを活用した射的ブース
や、外壁をスクリーン代わりにしたア
ニメの上映。ちびっこ達のビックリ笑
18
顔がはじけました。毎年恒例マスのつ
横尾 匡
かみ取りもやはり大好評。多くのご家
（㈲横尾新酒造店）
族に来て頂いた一日でした。

︵７月

日開催︶
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見て聞いて得たものを今後どう活かせるかしっかり考え、
将来につなげていきたいと思います。

湯けむりマルシェ
（９月26日開催）

東根温泉活性化委員会主催の「湯け
むりマルシェ」に参加させていただき
ました。
青年部では、ラムネやノンアルカル
テル等を販売し、地域の方とふれ合
い、大変有意義な時間を過ごす事がで
きました。

♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨

（12月６日〜７日）

などを視察し、企業の歴史などを知り、 前田

♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨

ひがしね
温泉

青年部視察研修 in 横浜

新年会

通常総会

（１月21日開催）

（４月28日開催）

連日の雪の中、部員みん

年に1 度の総会にはたく

なで新年を祝いました。大

さ ん の 部 員 が 参 加 し、 決

河原会長よりご挨拶を頂

算・予算・事業計画等すべ

き、青年部の新しい一年を

て原案通り承認されました。

無事スタートする事ができ
ました。

♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨

卒業部員からの メッセージ

青柳

知義

（㈱青柳不動産）

平成 14 年に入部し、皆さんと共に活動してき
まして気がつけば長い時間が過ぎました。
同世代の皆さんとの出会えたのが一番の財産
だと思っています。与えられるモノではなく、自
ら取りに行って自己の飛躍に繋がると思いますの
で残る皆さんはこれから自ら青年部活動に尽力
頂きたいと思います。今後も東根商工会青年部
の活躍を期待しています。永い間、ありがとう御
座いました。

小野

喬

齋藤

伸治

健太郎

（㈱槇電気工事）

（㈱齋藤管工業）

藤田 和弥

昨年 4 月に入部させて
頂 き ま し た。 槇 健 太 郎 で
す。皆様との出会いを大切
にし、東根市の活性化にお
役に立てれば幸いです。よ
ろしくお願いします。

はじめまして。地域活動
を通じて様々な方面で貢献
し学び、それを活かしてい
きたいと思います。よろし
くお願いします。

佐藤

貴人

（寿司とレストラン大黒）

高橋

和宏

（高橋旅館）

武田
武

光市

（㈲武田商店）

一昨年の春から祖父母の
会社を手伝うために東根に
帰ってきました。東根を盛
り上げるために微力ながら
活動していきたいです。よ
ろしくお願いします。

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。
宜しくお願い致します。

武田
武

将矢

（（一社）
東根市観光物産協会）

（㈱高橋金物店）

自分は青年部に入りましたが、あまり活動
に参加する事は出来ませんでした。ですが、
皆さんのパワーを感じる事が出来、東根の将
来にも明るいものを感じました。
これからも皆さんの活躍をお祈りしていま
す。

新入部員
紹 介

（㈲小野鉄工所）

槇
平成 24 年 11 月から 3 年半という短い時
間ではありましたが、忘れられない熱い 3
年半でした。青年部の皆様との出会いは私の
大切な宝物です !! これからも未来の子供達に
夢を与え続けて下さい。
本当に有難うございました。

はじめまして。同級生が
多数いることもあり、青年
部に入会させて頂きまし
た。皆様の力になれますよ
う一生懸命頑張りますので
よろしくお願いします。

城下町祭り

（アライ建設）

日開催︶

荒井俊太郎

今年の城下町夏祭りは例年とほんの
一味違います。「ひろなり家具」店内
ウッドデッキを活用した射的ブース
や、外壁をスクリーン代わりにしたア
ニメの上映。ちびっこ達のビックリ笑
18
顔がはじけました。毎年恒例マスのつ
横尾 匡
かみ取りもやはり大好評。多くのご家
（㈲横尾新酒造店）
族に来て頂いた一日でした。

︵７月

日開催︶

28

駅前清掃

︵４月

毎年恒例の清掃活動を
行いました。青年部活動
を見て頂くことにより地
域の方々が美しいまちづ
くりに対しての意識醸成
に繋がればいいと思いま
した。皆様おつかれさま
でした。

私は去年、新入部員とし
て仲間に参加させて頂きま
した。
今年は、自分の出来る限
り活動なりイベントなり出
席する様に努力しますので、
どうか宜しくお願いします。

向田 徳昌
（来山荘）

初めて青年部に入って、
たくさんの人と知り合うこ
とができました。この活動
を東根温泉に活かせるよう
に東根温泉活性化員とし
て、そして青年部として頑
張ります。

