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笑顔創造工房
～伝えたい！花巻ＪＣの想い～

プレゼンテーション３

担当： 高野橋 直也
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趣旨説明

 

改めまして、会員開発委員会委

員長の高野橋直也でございま

す。先ほどの事業紹介プレゼン

は皆さま如何だったでしょうか？

ご覧頂きましたとおり、私たちは

「まちづくり」や「ひとづくり」の視

点から様々な事業を展開してま

いりました。ここでは、まずは花巻

青年会議所についての説明をさ

せて頂き、次に花巻青年会議所

に入会し活動する事で、実際にど

んな事を得ることができるかをお

話させて頂きます。最後に参加さ

れました市民の方々に、私たちが

何故、常に新たな人材を求めて

いるのかを、会員拡大の必要性

と共にご理解を頂ける内容になっ

ております。それでは宜しくお願

い致します。 
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What’s JC？

～青年会議所って何だろう？～

 

 What’s JC？～青年会議所って何

だろう？～ 

JCとは青年会議所のことですが、

皆さんはそもそも青年会議所にど

んなイメージをお持ちでしょうか？

せっかくですから少し皆さんに聞

いてみたいと思います。・・・率直

なイメージで構いません(笑) 

・・・ありがとうございます。それで

は私が思う市民の方々からのイ

メージを３つあげてみました。 
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青年会議所に対する花巻市民のイメージ

・何をする団体なんだろう？

・会社の経営者やご子息が入る団体？

・飲み会が盛んな場をよく見かける！？

 

青年会議所に対する市民方々の

イメージを挙げるとしたらこんな感

じではないでしょうか？ 

  

１・そもそも何をする団体なんだろ

う？ 

２・経営者や会社のご子息が入る

団体なのか？ 

３・飲み会が盛んな場をよく見か

ける！ 

「よくみかけますか？」 市民に聞

く 

それでは、ひとつずつ、ご説明さ

せていただきます！ 
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・何をする団体なんだろう？

「まちづくり」「ひとづくり」

「地域の活性化」「人材の育成」

様々な事業展開
 

１・そもそも何をする団体なんだろ

う？ 

一言で言うと「まちづくり」や「ひと

づくり」を行う団体です。 

地域の活性化や人材育成につな

がる様々な事業を展開していきま

す。やりたい事があれば、一個人

ではなかなかで出来ないような事

も、ここでは実現する可能性が十

分あります。 
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・経営者やご子息が入る団体？

一般の会社員も在籍

「まちづくり」「ひとづくり」に
職種は関係ありません

 

２・経営者や会社のご子息が入る

団体なのか？ 

経営者だけを対象とする団体で

はありません。実際に会員の中

にも一般の会社員も在籍しており

ます。「まちづくり」や「ひとづくり」

に職種は関係ございません。 
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・飲み会が盛んな場をよく見かける！？

否めません(汗)

とにかく熱い！！・・・(笑)

明るく元気！楽しく笑顔！
 

３・飲み会が盛んな場をよく見か

ける！ 

これは否めません(笑)。しかしな

がらその様子は、討論が多く様々

な個性がぶつかり合い、毎回熱く

て、それでいて楽しいものです。

「まちづくり」を考えながらも、一番

重要なのが花巻に住む我々若い

世代が、明るく元気で、楽しく笑顔

でいられる事だと思います。 

 「それでは実際のところ我々はど

んな組織であるかを説明させて



頂きます。」 
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花巻青年会議所運動の理念

「誇りあるまち花巻の創造」

 

花巻青年会議所では「誇りあるま

ち花巻の創造」」を運動の理念に

掲げ、明るい豊かな社会の実現

に向けて、地域を活性化させるた

めに様々な事業を展開していま

す。常に行政による地域コミュニ

ティーや、インフラ、観光資源の

整備など、物質的にまちづくりに

向け進んでいる一方、企業の倒

産、若者の市外への流失と、それ

に伴った人口減少や雇用問題な

ど、新たな問題に直面しており、

進む少子高齢化社会に、行政も

市民も意識転換を余儀なくされて

います。 
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最近花巻に住む若者が、花巻っ

て何も無いよなぁ～っていう発言

をよく耳にしませんか？ 

・どうですか？実際感じたことは

ありますか？ 

「・・・ご回答ありがとうございま

す。」 
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閉塞感や諦めモード

「自分達のまちは自分達で創る」

＝

「自立」の精神

「明るい豊かな社会」
 

若い世代の閉塞感や何となく諦

めモードみたいのものを私たちは

多少なからず感じています。この

ような時代だからこそ、理想のま

ちの未来を、行政任せにして待つ

のではなく、花巻で生活をしてい

る私たち市民一人ひとりが意識を

持ち、自ら行動を起こすべきと考

えます。財政状況が厳しい中、行

政サービスは全てにおいて満足

するようなサービスを行うことは

できません。「自分達のまちは自

分達で創る」という「自立」の精神

が求められています。市民一人

ひとりが行政サービスの受け手

にとどまらず、誰もが地域を発展

させる担い手となることが、市民

と私達青年会議所に求められて

いるのだと思っています。 

地域に必要とされ、時代に頼られ

る青年会議所になる為に、この花

巻に住む青年として、「誇りあるま

ち花巻の創造」を目指し、時代を

切り拓き「明るい豊かな社会」の

実現を目指しています。 
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花巻青年会議所に入会し

活動する事で、個人として

どんな事を得ることができるのか？

 

では次に青年会議所に入会して

活動していくことで、会員が個人

としてどんな事を得ることができ

るのかを私が思う３つを皆さんに

分かりやすく説明させて頂きま

す。 
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１・青年会議所の役職任期について

・役職任期は１年毎に変わる

新たな価値の創造 個人のスキルアップ

 

１・青年会議所の役職任期につい

てです。 

青年会議所には様々な役職がご

ざいますが、青年会議所トップの

理事長をはじめ、全ての役職の

任期は1年に限られています。こ

れは理事長をはじめとする組織

内を毎年変えることで、マンネリ

化せず、地域活性化のため、新し

い価値を常に生み出していく為で

もあります。同時に、会員は1年ご

とに様々な役職を経験すること

で、豊富な実戦経験を積むことが

でき、個人のスキルアップの機会



を多種多様に生み出します。ま

す。さらには学んだ事を、各々の

活動や会社にフィードバックする

ことができます。私は家族で自営

業を営んでおりますが、ここでの

経験から、常に目標を持つことの

必要性を学び、家族であっても同

じ会社の同士として、常に向き合

い意見を求め、日々ミーティング

を繰り返すようになりました。 
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２．出会いに新たな価値を創造する

・様々な個性と協力し合う

お互いに成長 変な仲間意識

 

２・出会いに新たな価値を創造す

る。 

青年会議所の活動は、一つの目

標達成に向けて様々な個性を尊

重し、お互いが協力しあいます。

自分以外の様々な個性をもった

人材と、関わり合いもつ事で、出

会いにも新たな価値を創造しま

す。私的には、誰とは言いません

が青年会議所で無ければ出会わ

ないようなタイプの人が会員のな

かに結構おりまして・・・。そういっ

たメンバーと意外とといいます

か、むしろ逆に仲良くなったりする

んですね。ねっ甲之助くん(笑)。

事業を構築していく中で、白熱し

た討論となり、意見がぶつかり合

う事もしばしば、そうした中で会員

の個性を啓発しあい、お互いの

成長にも繋がる事で、人との出会

いに新たな価値を創造していきま

す。普通の友達とは、ちょっと違う

感じだと思います。みんな仕事や



家庭を持ちながら、限られた時間

の中で支え合い事業を成功へと

導き合う。仕事じゃないのに、苦

難を分かち合う。なんか変ですよ

ね！いい意味で言って変な仲間

意識がここに芽生えます。まぁこ

こが一番楽しい所なんじゃないで

しょうか(笑) 
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３．時間の使い方を学べる

・みんな日々忙しい

時間を作るスキルが上がる

 

３・時間の使い方学べる。 

私たち青年会議所の会員もみん

な日々の仕事で忙しい中、活動し

ています。その中で時間の有効

な使い方を身につけていきます。

むしろ、時間の使い方を学ぶ為に

も必要な経験だと思っています。

時間を言い訳にしなくなる事で、

逆に時間を作るスキルが上がっ

ていきます。私は既婚者でござい

ますが、最初は時間を作るため、

妻に詳しい話をせず、家を空ける

度にとにかく誤ってばかりいまし

た。「・・今日ごめん・・ちょっと。と

にかく、え～誰それが・・」と謝る

だけじゃなく人のせいにしてみた

り(笑) 

しかし、日々活動していく中で、あ

る時、自分自身に想いや行動が

伴ってくる感覚になってきたんで

す。そしたら家に帰って自然と、

妻にフィードバックするようになり

ました。家で委員会報告を妻にす

るんです。そうした中で妻も自然

と理解を示してくれるようになり、



結果的に、妻の理解のもと夫婦

で時間を作ることが出来るように

なりました。あと夫婦の・・・え～会

話も増えました(笑)・・・ありがとう

ございます。 

「まだまだ青年会議所において得

られる事は数々あると思います

が、現在青年会議所歴４年目の

私が強く思うのは以上の３つでご

ざいます。 

＊会員の中で、他に活動で得た

ものがある方はおりますでしょう

か？ちょっと会員に聞いてみまし

ょう。 
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何故、青年会議所は

常に新入会員を求めているのか？

・年齢制限 20歳～40歳

・経験豊かな
人材の卒業

・組織を維持・発展

・事業を
継続的に行う

 

何故、青年会議所は常に新入会

員を求めているか？ 

青年会議所は４０歳を迎えると卒

業となります。入会は誰でも２０歳

から入会することができますが、

４０歳で卒業しなければなりませ

ん。この年齢制限は青年会議所

が、青年が情熱を持ち社会貢献

することを目的に組織された、常

に若さを保った、青年のための団

体だからです。そのため毎年４０

歳を迎える高い意識と強い責任

感を持ち、経験豊かな人財が卒

業して行きます。今後も地域のた

めに、様々な事業を継続的に行う

ためには、組織を維持、発展させ

ていかなければなりません。その

為には、常に新たな人材との出

会いが私たちには必要です。 



人生の中でも有意義な時間とな

る２０～４０歳の期間で、得られる

知識・人脈はきっと卒業後も財産

と成り得ます。青年会議所での活

動を通じてきっと各々の会社にも

貢献できると思います。それが結

果的には地域の貢献に繋がるの

ではないでしょうか？ 
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皆さんは花巻の未来に不安はな

いですか？私たちは、自分たち

や未来のある子供達が住む、こ

の地域を活性化して、笑顔が溢

れる楽しいまちにしていきたいと

思っています。我々若い親世代

が、花巻の未来を閉鎖的に捉え

てしまっては、自分の子供の未来

に何を語れるのでしょうか？地域

を想い、周囲を導くことのできる、

経験豊富な人材を、この花巻青

年会議所から、より多く輩出して

いく事が、私たちの使命であると

思っています。」 

インターネットなど情報化社会が

進むにつれ、人と人との関わり合

いが、どんどん薄くなりつつある、

この時代の中で、 
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私はここで「自分自身が人と、どう

関わり合うか」を感じ、関わり合い

から学ぶ事が、自分自身の未来

ためにも、個人的にはもっとも重

要だと感じています。 

 

 

 

18 

花巻青年会議所からの・・・

最後に・・・

お・ ね・ が・ い♪

 

最後になりますが、今日お越しい

ただいた皆様に、花巻青年会議

所よりひとつお願いがあります。

今日の事業を通して我々の想い

にご賛同していただけました方

は、花巻青年会議所が、地域に

必要とされる一団体として成長し

ていくため、思い当たる方がおり

ましたら、どうか、我々に新たな

人材をご紹介頂けないでしょう

か？また、今日の事業を通じて実

際にここで、活動してみたいと思

っていただけた方がおりました

ら、一歩踏み込んで、是非我々と

共に活動してみませんか？  

皆様にはこの会場から、より広

く、我々の想いを伝えていただけ

ますよう、お願い申し上げまして、

終了とさせて頂きます。 
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39 ２０１５年度 スローガン

地域の未来を考えるために・・・
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来月！！

 

 

 

41 
５．３１(日)

JAいわて花巻総合

営農拠点センターに！！
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ご清聴ありがとう

ございました！！

 

ご清聴ありがとうございました。 
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ご清聴ありがとう

ございました！！

 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 


