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SDGs 対 談

ary

わんこそば
全日本大会
6年ぶり、横綱返り咲き
！

2月11日、花巻市文化会館で全国の
胃袋自慢が食べたそばの杯数を競う恒

行政改革国家公務員制度担当大臣・
内閣府特命大臣

例の第62回わんこそば全日本大会が開かれました。

公益社団法人 花巻青年会議所
第六十四代理事長

FUTURE

河野 太郎

理事長）
今後さらにSDGsを推進していくにあた
り、花巻と言う地域においては認知度が
徐々に上がってきています。しかし、まだ
まだ低いのが現状です。SDGsに取り組む
事への重要性を河野大臣から一言頂けれ
ばと思います。
河野大臣）

に横綱の座に返り咲きました。競技の合間には、地元保育
園児によるかわいい郷土芸能や、北上市の音楽ユニット
「アンダーパス」が作詞・作曲したわんこそばのPRソング
とダンスを披露し、大会を盛り上げて頂きました。また、大会
の模様を民放テレビ局による生中継の他、アニメ「GHOST
IN THE SHELL/攻殻機動隊」等で知られる映画監督・演出家
の押井守さんがILC実現に向けてミニトークショーも開催しま

様々な分野で女性が活躍し、また女性が
リーダーシップを取る。そういう現場を次
の世代の女性陣に見てもらい、自分にもそ
の様な可能性があるのだと言うことを感
じてもらいたい。今後は様々な場面で女性
がリーダーになり、女性が重要なポジショ
ンに入るようにしていかなければならな
いのだと思います。
理事長）
ありがとうございます。
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エ ス ディー ジ ー ズ

（持続可能な開発目標）

理 事 長特別 賞

青少年育成事業の一環として、花巻市内の高
校に通う高校生を対象に政策アイデアコンテ
ストを開催しました。
花北青雲高校、花巻東高校、花巻南高校から６
チームが参加し、地方経済分析システム（ＲＥＳ
ＡＳ）の活用や実態調査を行い、地元「はなま
き」を見つめ直し、自分の地域や故郷の未来を
思い描いた作品を発表しました。
青少年育成委員会

Octob

Proﬁle
河野 太郎 （こうの たろう）

SDGs 「(Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」とは、2015
年9月の国連サミットで採択された国際目標です。
2030年までに「誰一人取り残さない」持続可能で、多様性と包摂性のある社会を実現
するため、次世代への推進、達成に向けたプロジェクト等を発展途上国のみならず、先
進国自身も取り組む普遍的なものであり、日本政府も積極的に取り組んでいます。
公益社団法人花巻青年会議所は、誰一人取り残さない持続可能な「明るい豊かな社会
の実現へ向けて、SDGsを力強く推進していきます。

委員長

佐々木 仁

委員長

【アイデア一覧】
花北青雲高校 「食いしん坊の食いしん坊による
食いしん坊のためのガチャガチャ」
花北青雲高校 「ストップ食品ロス！」
花巻東高校
「空き家問題解決プロジェクト」
花巻南高校
「起業にChallenge！」
花巻南高校 「ジェンダー平等を実現しよう」
花巻南高校 「不平等のない美容室に向けて」

小野寺 理

er

男女共同参画に向けて

講師にピーターＤ．ピー
ダーセン氏をお招きし、
SDGs研修会をWeb会議形
式にて開催しました。世界
中の企業がSDGsを経営の
中に取り込もうとしている
中、ビジネスにおける推進
方法やそれぞれの社業へ
活用できるSDGsを見出す方法等、リモートとは思えな
い熱量あるお話しを拝聴することができました。今回
学んだことを知識から行動へ地域に！花巻に！SDGsを
推進して参ります。

詳しい内容は
◀
こちらから

自由民主党所属の衆議院議員（8期）。
防衛大臣、外務大臣、行政改革担当、国家
公務員制度担当等を過去に就任。2020年
9月16日、行政改革国家公務員制度担当
大臣・内閣府特命大臣に就任。

ティアの方々のご協力頂き盛り上がる大会となり、わんこそ
ばを通じて地域おこしが出来ました！
まちの活気推進委員会

河野大臣）
男女共同参画と言うことが謳われてか
らずいぶん時間が経ちましたけれども、
なかなか男女の格差がなくなった、ある
いは小さくなったと言えない状況にある
だろうと思います。
国会議員の中に占める女性の割合、ある
いは地方政治の中で女性議員が占める割
合というのも非常に小さく、ほかにも一部
上場企業の役員の中で、女性が占める割
合も欧米と比べてもまだまだ小さいまま
です。
そういう中でやはり一人ひとりの女性が
目指すものを作るというのが大事だと思
います。

186杯
519杯
246杯

er
Octob

花巻東高校
花巻南高校
空き家問題解決プロジェクトチーム
チーム ＡＫＩＹＡ
「空き家問題解決プロジェクト」 「起業にChallenge！！」

WEB対談の様子

当日は地元の高校生、大学生をはじめとする多くのボラン

小 学 生 の 部 南城フェニックス
団 体 の 部 最速ファイターズ 2020
横
綱 神山 翔平さん

理事長）
ありがとうございます。その中で日本と
言う国はSDGsのゴール番号の中におい
てジェンダー平等の部分は未だに達成度
が低いと捉えられているという現状があり
ます。それについての課題解決には様々
な方法があると思いますが、河野大臣か
ら一言頂ければと思います。

した。

大会優勝者

SDGs推進委員会

〜 新 入 会 員 か ら一言 〜

→

の神山翔平さん（33）が５分間で246杯を食し、6年ぶり

新入会員募集

日本は「人間のための安全保障」と言う
「人間のための安全保障」とは、国の安全
保障だけではなく、人間一人ひとりの安全
保障も、これからは考えていかなければ
いけないということです。人間一人一人が
尊厳を持ってきちんとした生活を送ること
ができる、子供が教育を受けられる、ある
いは病気にかかった人が医療をきちんと
受けられるということが大事だ、というこ
とを日本は主張してきたわけです。
ＳＤＧｓと言うのは、この「人間の安全保障」
と言う考え方の上に建てられていると言っ
ても過言ではありません。ただ単に先進国
が途上国を助けるだけではなく、先進国
もそれぞれ自分の国の中のそういう問題
に同じように取り組んでいかなければな
らないと言う考え方です。

日本も先進国として途上国を一生懸命支
援し、同時に日本の中で困っている人に、
きちんと手を差し伸べ、一つひとつの問題
を解決していく。誰かの為にやるのではな
く、それぞれの企業や地域が自分のこと
だと考え、企業活動の中で取り組んでい
く。あるいは自治体の活動の中で取り組ん
でいく。そういう中で、我々が直面してい
るいくつかの問題を解決していこう、とい
うのがＳＤＧｓです。そういう意味で非常に
重要な活動だと思っています。

→

当青年会議所ではSDGsの更なる普及
のため、SDGsを取り込んだ各種事業を展
開すると共に会員は基より市民の皆様へ
発信し周知、普及に努めております。
2016年当時、外務大臣を歴任されてい
た河野太郎氏にSDGsの普及による持続
可能な地域へと発展を進める必要性や男
女共同参画についての重要性についてご
教示頂きました。

今年は県内外から180人が出場。神奈川県から参加

藤田 甲之助

委員長

佐々木 和也

JCI花巻は
！
イクボス宣言しました
JCI花巻における男女共同参画へ
のさらなる理解を推し進めるため
に、イクボス宣言をしました。
その活動が認められ、岩手県から
「いわて女性活躍認定企業等(ステッ
プ2)」として認定頂きました！

下坂 大夢

女性活躍推進委員会

寺田 晴美

四ツ目商事(株)

Ｑ、入会して得れたものや学びは？
私が入会してSDGs推進委員会に
所属し、SDGsを深く知る事が出来た
のは弊社にとって間違いなくプラスに
なる事でした。現在弊社で行なってい
るSDGsの案件に全力で取り組みつ
つ、JC活動にも全力で取り組んで参り
ます。

居酒屋呑兵衛

Ｑ，JCに入会してみて
入会前の抱えてた不安や思ってい
た印象とは違く気さくな方が多くて、
入会時も分からないことがあると丁
寧に教えてくださいました。
これから先輩の皆さんからご指導頂
き、様々な面で吸収・成長していきた
いと思っています。

委員長

畠山遼太郎

花巻
てらこや

県内の大学生が主体となり、地域の子供た
ちの成長を見守る活動をしています。

アウラインター
ナショナル(株)

Ｑ，活動への意気込み
会員の皆様の奉仕の精神に感銘を受
け自分のやるべき事はここにあると確信
致しました。今以上に若手のリーダーとし
ての自覚を持ち、模範となるよう活動を
通して先輩方から沢山吸収していきま
す。花巻に留まらず、東北に還元していく
活動を心がけていきます。

未来の花巻のために有志ある若者がつくる団体を支援しています！
はなまき 市内の高校生が主体となり、花巻をよ
ＵＣ
り良くするため活動しています。

髙橋 正行

