


一般社団法人 能代青年会議所　2021年度スローガン

「Keep Going!!」
～７０年の誇りと責任とともに行動し続ける～

東北ＪＣ宣言

われわれは 新たな価値を創造する旗手として
尊い「結」の精神を呼び覚まし

かつてない未来を切り拓くことを誓う

The Creed of
Junior Chamber International

We Believe ;
That faith in God gives meaning
and purpose to human life ;
That the brotherhood of man
transcends the sovereignty of nations ;
That economic justice can best be won
by free men through free enterprise ;
That government should be of laws
rather than of men ;
That earth's great treasure lies in
human personality ; and
That service to humanity is the best
work of life. 

JCI Mission 

To provide development opportunities
that empower young people

to create positive change

JCI Vision

To be the leading global network of
young active citizens

ＪＣ宣言

日本の青年会議所は
希望をもたらす変革の起点として
輝く個性が調和する未来を描き
社会の課題を解決することで
持続可能な地域を創ることを誓う

ＪＣＩ綱領

我々はかく信じる：
 「信仰は人生に意義と目的を与え
人類の同胞愛は国家の主権を超越し
正しい経済の発展は
自由経済社会を通じて最もよく達成され
政治は人によって左右されず法によって
運営さるべきものであり
人間の個性はこの世の至宝であり
人類への奉仕が人生最善の仕事である』

JCI ミッション

より良い変化をもたらす力を青年に与えるために
発展・成長の機会を提供すること 

JCI ビジョン

若き能動的市民の主導的な
グローバル・ネットワークになること

綱　　領

われわれ JAYCEE は
社会的・国家的・国際的な責任を自覚し
志を同じうする者　相集い　力を合わせ
青年としての英知と勇気と情熱をもって
明るい豊かな社会を築き上げよう
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　この地域を「明るい豊かな社会」とすべく立ち上がった青年達の志は、時代を超え引き継がれこ

の地域にＪＣ運動の火が灯ってから本年で70年という月日が流れました。この節目の年を迎えるこ

とが出来たのも、一般社団法人能代青年会議所歴代理事長をはじめとする諸先輩の方々の弛まぬ努力

と、関係諸団体や、地域の皆様からの我々の運動に対するご理解とご協力によるものと、深く感謝申

し上げます。

　昭和26年10月27日に志をもった青年達がこの地域に青年会議所運動を起こしました。時代が進

み情勢は劇的に変化してまいりましたが、変わらないものは地域を想う志や、それを行動に移す気概

であります。また我々青年には地域に住み暮らすものとしてこの地域を発展させ次代へ繋げるという

責任があります。本年度、当青年会議所は「Ｋｅｅｐ　Ｇｏｉｎｇ～ 70年の誇りと責任とともに行

動し続ける～」をスローガンに掲げました。過去から現代に渡って青年会議所には熱い志をもった仲

間が集まっております。70年を迎える今、全会員が、積み上げてきた歴史に誇りをもち、新たな歴

史を刻む責任をもって行動し続けてまいります。

　また、この周年の年を迎えるにして、コロナウィルスの問題から目を背けることはできません。周

年事業のスローガンを「ＮＥＷ　ＮＯＲＭＡＬ～ 70年の歴史を継承し、持続可能な未来へ」とさせ

ていただきました。コロナ禍がもたらした問題は地域のみならず世界中に爪痕を残し続けておりま

す。これまでの当たり前が出来なくなり新たなスタイルが確立されつつある今だからこそ、青年会議

所が積極的にこの問題に取り組み、前を向いて行動することで地域に発信しなければなりません。70

年の歴史を振り返ってみても時の青年たちは熱い志をもって困難に立ち向かってまいりました。現代

を生きる我々も受け継がれた熱い志と責任を継承し持続可能な未来を切り開いてまいります。

　最後に、70年を迎える今、改めて青年としての英知と勇気と情熱をもって明るい豊かな社会の実

現に向けて邁進することをお誓いします。またこれからも地域の皆様からのご指導、ご鞭撻をお願い

申し上げ挨拶とさせていただきます。

ごあいさつ

一般社団法人能代青年会議所

2021年度理事長　伊　藤　竜　佑
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祝
　
辞 　一般社団法人能代青年会議所が、創立70周年を迎えられましたことを、心

からお祝い申し上げます。
　昭和26年の創立以来70年の長きにわたり、歴代理事長をはじめ会員の皆
様の熱い思いと行動力で、ふるさとの発展のために多くの成果を上げてこられ
ましたことに深く敬意と感謝を表します。
　これまでの活動を通じ、次世代のリーダー育成等に積極的に取り組み、数多
くの「人財」を輩出するとともに、若人の柔軟な発想を生かした各種イベント
の開催により、地域経済の活性化に大きく貢献していただきました。
　また、昨年の「プリトラ!!ふるさとの夢と自慢をのせてどこまでも」の事業
では、好きな地元の風景や未来の絵を、全国を走るトラックに描くことで、子
どもたちや保護者が地元の良さに気付く機会となったとともに、地域の魅力や
未来を全国に幅広く発信していただきました。
　市でも、優れた地域資源等を活かし、様々なまちづくりに取り組んでまいり
ましたが、これからも、まちづくりの基本理念である「幸福共創」の実現に全
力を尽くしてまいります。
今年のスローガンである「Ｋｅｅｐ Ｇｏｉｎｇ！！～ 70年の誇りと責任とと
もに行動し続ける～」の下、強い責任感と高い志を持つ貴会議所の皆様におか
れましては、伊藤理事長を先頭に、次代を担うリーダーとして、今後も地域発
展のため、ご尽力くださいますようお願い申し上げます。
　一般社団法人能代青年会議所の益々のご発展と、会員の皆様には、時節柄健
康にご留意の上、更なるご活躍をご祈念申し上げ、お祝いの言葉といたします。

能代市長　齊　藤　滋　宣

　一般社団法人能代青年会議所が創立70周年を迎えられましたことを、心か
らお祝い申し上げます。
　「明るい豊かな社会の実現」の理想のもと、地域社会のリーダーとして輝か
しい足跡を残されてきた貴青年会議所の歴代理事長をはじめとする会員皆様の
ご功績に対し、深く敬意と感謝を申し上げます。
　さて、昨今の社会情勢はめまぐるしく変化し、コロナ禍を機に生活様式が一
変しました。人口減少・少子高齢化により地方の衰退が危惧される中、未来へ
つなげる持続可能な地域社会を創生できるよう、町では「三種町みらい創造プ
ラン」を策定し推進して参ります。また能代山本圏域では共有する課題に取り
組むため、能代市を中心市とした定住自立圏を形成し互いの連携・協力を強化
しながら圏域全体の活性化を図っております。これら行政の取り組みとともに
今後も官民一体となり、この厳しい社会環境・地域間競争を乗り越えていくに
は、地域に対する熱い情熱と高い志を持った能代青年会議所の存在は欠かせま
せん。いつの時代も困難を切り開いてきたのは大きな志を持った若者たちであ
ります。先輩会員から脈々と受け継ぐ「能代青年会議所魂」を次世代へと継承
され、青年会議所活動を通じてこの地域に必要な人材の育成と地域活性化にご
尽力くださいますようお願い申し上げます。
　結びに能代青年会議所が創立70周年を契機として、より一層の発展を遂げ
られますことと会員皆様のご活躍をご祈念申し上げ、お祝いの言葉と致します。

三種町長　田　川　政　幸
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祝
　
辞　能代青年会議所が創立70周年を迎えられましたことを、心からお祝い申し

上げます。
　昨年出現した新型コロナウイルスは、世界中で爆発的に感染が拡大し、我が
国でもその猛威によって医療と経済に深刻な打撃をもたらしました。能代山本
地域でも、人の往来が厳しく制限されたことにより地域経済は停滞し、飲食業
を中心に廃業もみられるなど、暗い影を落としています。さらに、大きな地域
課題である人口減少と少子・高齢化も、より一層進行しており、まさに待った
なしの状況であると思います。
　能代青年会議所の皆様は、70年の長きにわたり地域との協働により社会発
展に貢献することを目的に、これまで様々な地域課題に取り組み、能代山本地
域の風物詩となった「天空の不夜城」等、数々の実績を残してこられました。
　しかしながら、この地域の厳しい現状から脱却するには行政のみならず、地
域の総合力で立ち向かう必要があると考えます。　
　このような中、特に、能代青年会議所の皆様の愛郷心や情熱や新しいアイデ
アに溢れる行動力への期待は、ますます大きくなっております。歴史と伝統を
築いてきたこのふるさとを守り、育てていくために、これまでと変わらぬご尽
力をいただきますようご期待申し上げます。
　結びに、能代青年会議所のますますのご発展と、会員の皆様の今後のご活躍
をご祈念申し上げ、お祝いの言葉といたします。

八峰町長　森　田　新一郎

　一般社団法人能代青年会議所が、創立70周年を迎えられましたことに、心
からお祝い申し上げます。
　能代青年会議所におかれましては、1951年、「明るい豊かな社会の実現」
を共通理念として創立され、「修練」「奉仕」「友情」の三つの信条を基に、誇
りと伝統を重んじながら、70年の長きにわたり、輝かしい活動を行ってこら
れたそのご功績に対し、先ずもって深甚なる敬意を表します。
　さて、新型コロナ禍により様々な場面において活動自粛が求められ、経済情
勢は一層厳しさを増すばかりであり、ＪＣ運動の運営にも多大な影響を及ぼし
ているものと懸念されます。
　しかし、皆様の若さ溢れる情熱で、この逆境に果敢に立ち向い、プリントト
ラックのように走り続けていくことが、地域社会の大きな支えとなっていくこ
とと思われます。
　創立70周年目の2021年度スローガン「Ｋｅｅｐ　Ｇｏｉｎｇ！！～ 70
年の誇りと責任とともに行動し続ける～」、基本理念の「信念に生きよ活力あ
ふれる未来を築くために」を胸に、地域の活性化と更なる刺激を求めどん欲に
突き進み、また、地域の人々との「つながり」をより大切にしながら、新しい
未来に繋がる大きな一歩を踏み出していってもらいたいものと願っております。
　終わりに、70年で培った歴史の厚みを礎に、能代青年会議所の今後益々の
ご発展と、会員皆様のご活躍とご健勝をご祈念申し上げ、お祝いの言葉といた
します。

藤里町長　佐々木　文　明
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祝
　
辞 　一般社団法人 能代青年会議所の皆様、日頃より公益社団法人 日本青年会議

所に対し、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。また、70年という長
きに渡り、青年会議所活動を通して、貴地域に多くの価値を創出して来られた
事に対しまして、心より敬意を表します。
　昨年は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、多くの青年会議所が活動
をしていく中で苦渋の決断を迫られる場面も多くあり、日頃の活動について見
直しを余儀なくされました。ニューノーマルな時代の幕開けとなり、私たちが
向き合うべき社会課題は山積しております。しかしながら、創設より青年経
済人の想いを紡いできた一般社団法人 能代青年会議所の皆様におかれまして
は、70周年という記念すべき年である本年度、伊藤竜佑理事長のもと、「『Ｋ
ｅｅｐ　Ｇｏｉｎｇ！！』～ 70年の誇りと責任とともに行動し続ける～」と
いうスローガンを掲げられ、新たな時代へ感謝の気持ちを忘れずに未来に繋が
る運動を展開される事にご期待申し上げます。
　本会としては、「輝く個が切り拓く　真に持続可能な国　日本の創造」を掲
げ、あらゆるカウンターパートと共鳴し、新たな価値を共創し、共感の輪を描
く運動を展開してまいります。引き続き本会に対し、深いご理解、ご支援を賜
るとともに、大いにご活用頂ければ幸いです。
　結びに、貴青年会議所のさらなるご発展、皆様にとって実り多き一年となら
れますことを心よりご祈念申し上げます。

　Idea＆Action　光を放つ起点となろう！

公益社団法人日本青年会議所

2021年度　会頭　野　並　　　晃

　一般社団法人能代青年会議所が創立70周年の節目を迎えるにあたり、東北
地区内会員会議所を代表して心からお慶びを申し上げます。能代の地に根付
き、未来に思いを馳せ歴史を紡いでこられました先輩諸兄の功績に心から敬意
を表するとともに、コロナ禍の逆境の中でも歩みを止めずに運動を発信し続け
る伊藤理事長を始めとする現役メンバーの皆様に心からお祝い申し上げます。
　一昨年は、おなごりフェスティバルの前身である東北フェスティバルに沸い
た第32回大会から実に35年ぶりに、能代の地にて東北青年フォーラムが開
催されました。当時の川間理事長、伊藤実行委員長のリーダーシップのもと、「奮
い立て！～まちに寄り添い　より能く東北を代え　心躍る未来を創ろう～」の
大会スローガンを掲げ、東北地区協議会の発信の集大成として、能代の大火か
らの復活を背景とした地域の力強さと魅力、そして東北各地に結の精神を基軸
とした運動を発信し、開催成功に導いたことは、記憶に新しいところです。
　地域に根差す青年会議所の運動は、社会の幅広い課題を抽出し、自らそれを
解決することと位置付けられています。「社会の課題」とは、地域固有の課題
だけではなく、経済の再生や少子化、高齢化といった国家的な課題まで多岐に
わたります。多面的な「社会の課題」を解決する運動には、地域のステークホ
ルダーと企画段階から連携していくことが今後益々重要になります。先輩諸兄
が築き上げてきたネットワークに加え、新たなネットワークづくりを、東北地
区協議会としてお手伝いさせていただけたらと思います。
　結びに、貴青年会議所が創立70周年を機に、これからも持続可能な地域へ
向けて時代や環境に合わせてアップデートを繰り返しながら発展成長し、若者
ならではの視点とアイディア、そして実行力で、愛する地域に共感の輪を生み
出す起点となり、能代のみならず、東北地区、そしてこの国を牽引するＬＯＭ
として活躍されることを祈念申し上げ、お祝いのご挨拶とさせていただきます。

公益社団法人日本青年会議所　東北地区協議会

2021年度　会長　倉　橋　龍太郎
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祝
　
辞　一般社団法人能代青年会議所が創立70周年を迎えられますこと、心よりお

喜び申し上げるとともに、これまで永きに亘り地域の発展にご尽力され、歴史
を刻んでこられた先輩諸氏、並びに高い志を受け継ぎ強く運動を展開されてい
る現役会員の皆様に深く敬意を表します。また、日頃より秋田ブロック協議会
の運動に対しまして、ご理解とご支援、ご協力を賜り、多くの出向者をご輩出
いただいておりますことに心から御礼申し上げます。
　さて、世界は前例のない状況に直面しております。目まぐるしく変わる地域
課題に、秋田ブロック一体となり取り組むべく、本年は「ｃｏｎｎｅｃｔ 新
たな時代へ想いをつなぐ」をスローガンに掲げ、県内９つの会員会議所をつな
ぎ、それぞれが個々に輝き、そして一つの大きな輝きとなるよう地域に密着し
た運動を展開し、次代の魅力あふれる秋田を築き上げてまいります。
　貴青年会議所におかれましても、伊藤竜佑理事長の強いリーダーシップの
もと「Ｋｅｅｐ　Ｇｏｉｎｇ！！～ 70年の誇りと責任とともに行動し続ける
～」をスローガンに掲げ運動に邁進されることを心よりご期待申し上げます。
　結びに、貴青年会議所がこの記念すべき創立70周年を機に、これまで築き
上げてこられた歴史を礎とし新たな素晴らしい歴史を築かれ、さらなるご発展
を遂げられますことと、先輩諸氏並びに現役会員の皆様のご多幸とご健勝を心
よりご祈念申し上げ、お祝いの言葉とさせていただきます。

公益社団法人日本青年会議所　東北地区秋田ブロック協議会

2021年度　会長　高　橋　隆　太

　一般社団法人能代青年会議所の創立70周年、心からお祝い申し上げます。
昭和26年設立、認証番号23番、この数字は自分のように卒業して丁度30年
を経過した今でも忘れられない記念すべき意味のある数字であります。自分
らの頃は原則的に例会日は23日、現役のころは何があっても２３日はスケ
ジュールを入れない日でした。その愛すべき能代ＪＣも人間で言えば古稀に当
たる70年の節目を迎えました。初代の大塚繁夫先輩から今年の伊藤竜佑理事
長へ連綿と引き継がれて参りました。
　青年会議所の特徴の一つに単年度制があります。理事長任期は一年、時の理
事長は予定者の時から、おそらくこれ迄生きてきた中で最も頭をフル回転さ
せ、地域のニーズ、特色、将来性、更には組織活動の何たるかを勉強し、理念
理想を掲げて取り組んだことでしょう。その活動こそが明日への活力を生み、
地域を活性化させ、仲間を増やし、経済活動へも好影響を与えてきたのだと思
います。　
　時は移り変わり、現在はアナログからデジタルへ、会議もパソコンなしには
考えられない時代となりました。情報も国内に限らず、全世界に瞬時に伝わる
時代です。しかし「不易流行」という言葉もあるように、これまで培ってきた
能代ＪＣ魂を忘れずに、来るべき次世代にも柔軟に対応出来る組織であり続け
てもらいたいものです。
　結びに、これまで長きに亘り青年会議所を支えて頂いた関係各位に心から感
謝申し上げ、今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようシニアクラブとしてお願い
申し上げ、祝辞と致します。

能代青年会議所シニアクラブ

会長　塚　本　真木夫
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2016年度　理事長　佐々木　暁
スローガン　「もっとやれば　もっとできる」

 １月 ９日 １月定例会「定時総会・新年祝賀会」
 ２月 23日 ２月定例会「心が動けばもっとできる！～我々の活動の原動力を探る～」
 ３月 23日 ３月定例会「ビジネススタイルアップセミナー」
 ４月 24日 会員交流事業「きみまち阪花見会」
  25日 ４月定例会「まちづくり団体交流会」
 ５月 23日 ５月定例会「シニアクラブ合同例会～魂で語ろう・３分間スピーチ編～」
 ６月 18日 ６月定例会「能代ＪＣ創立65周年記念式典」
  18日 創立６５周年記念事業「記念誌発行」
  18日 創立６５周年記念事業「～消滅の危機を救え～公民連携で描く地方創生への道」
 ７月 17日 創立６５周年記念事業「～もっとやればもっとできる！世界への挑戦～」
  25日 ７月定例会「インナーマッスルから精神力強化！ピラティスレッスン」
  30日 創立６５周年記念事業 「け！～地域の魅力たからいち～」
 ８月 23日 ８月定例会「ＪＣ教育委員会～目指せ！最強の青年経済人～」
  26日 会員研修兼入会説明会「ミスターＪＣアカデミア」
 ９月 26日 ９月定例会「臨時総会」
 10月 １日 会員研修事業「山さ行がねが！～登山で結ぶ絆と組織～」
  18日 職業講話事業「能代第二中学校職業講話」
  22日 地域ブランド確立事業「～食文化が導き出す、新たな能代山本（まち）の絆と可能性～」
  24日 １０月定例会「ディベート大会～相手を論破せよ～発言力のある青年経済人として」
 11月 22日 １１月定例会「家族交流会」
  25日 講演事業「日本遺産講演会」
 12月 17日 １２月定例会「卒業式」

2016年度　一般社団法人　能代青年会議所　組織図

副委員長
○三村　　眞
　斉藤　祐也
　佐藤　　壮
　七尾　裕喜
　保坂　公生

のしろの活力推進委員会
委員長

◆大塚　一生

総務広報委員会
委員長

◆佐々木公平

のしろの夢創造委員会
委員長

◆熊谷　未来

組織強化推進会議
副議長

◆藤田　真吾 ◇◆川間　一平

副　理　事　長

◇◆伊藤　竜佑

副　理　事　長

◇◆柴田　正貴

◇◆佐々木　暁

（外）田中　秀範
佐々木弘則

監　　　事

理　事　長
◇幸坂　伯文
直前理事長

理　事　会

総　　　会

副　理　事　長

◇◆阿部　　誠

議　　　長

◇◆田中　洋平 ◇◆後藤　健二

事務局長

専　務　理　事

出　向　理　事

◆佐藤　二郎

８名
12名
34名
１名
１名
１名

◇
◆

副委員長
○今野　孝嶺
　佐藤　智一
　永沢　祐貴
　山田　雄太

副委員長
○丸岡竜太郎
　鎌田　　慎
　佐藤　雄樹
　玉木　紀和
　吉野　龍一

副委員長

（賛）日諸　翔一

○西方　響子
　大谷　泰彦
　清水　幸則
　藤田　徹平

事務局次長
佐藤　裕之
成田圭一郎

三　　役
理　　事
正 会 員
賛助会員
外部監事
内部監事
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創立65周年　「記念式典・記念祝賀会」

創立65周年記念事業
「～消滅の危機を救え～公民連携で描く地方創生への道」

創立65周年記念事業
「け！～地域の魅力たからいち～」

創立65周年記念事業
「～もっとやればもっとできる！世界への挑戦～」

会員研修事業
「山さ行がねが！～登山で結ぶ絆と組織～」
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2017年度　理事長　佐　藤　二　郎
スローガン　「自律　一人ひとりの自律が　地域を変える　原動力となる」

 １月 14日 １月定例会「定時総会・新年祝賀会」
 ２月 23日 ２月定例会「礼節マナー（神社の作法）」
 ３月 23日 ３月定例会「過去にない会員拡大に向けて～拡大に成功するのはオレたちだ！～」
 ４月 24日 ４月定例会「団結！心を一つに」
 ５月 24日 ５月定例会「異業種交流会 in二ツ井」
 ６月 10日 異業種交流事業「異業種交流会in三種」
  23日 ６月定例会「想いと情熱の継承～揺るぎない熱意が組織を動かす～」
 ７月 16日 第１回次世代育成事業「能代ＪＣドリームカップ」
  24日 ７月定例会「ディベート～本気の論戦～」
  29日 経済系研修事業「～經世濟民～経済を動かすのはオレたちだ！！」
 ８月 23日 ８月定例会「卒業予定者ファースト～卒業するのはオレたちだ！～」
  25日 異業種交流事業「異業種交流会in八峰」
 ９月 25日 ９月定例会「臨時総会」
 10月 18日 職業講話事業「能代第二中学校職業講話」
  23日 １０月定例会「～拡大は一人ひとりの行動量～拡大に成功するのはオレたちだ！」
  28日 第２回次世代育成事業
   「ぼくらのふるさとの未来を見に行こう　～のしろの地域資源 ～」
 11月 ３日 会員研修事業「アカデミースクール　次代を担うのはオレたちだ！！」
  ７日 会員交流事業「屋内球技大会～運動するのはオレたちだ！！～」
  22日 １１月定例会「家族交流会」
 12月 ９日 １２月定例会「卒業式」

2017年度　一般社団法人　能代青年会議所　組織図

副委員長

（賛）伊藤　喬史
（賛）小林　　要
（賛）山條　和也

○丸岡竜太郎
　大森　啓正
　鎌田　　慎
　工藤　圭太
　佐藤　雄樹
　清水　幸則
　髙橋　武寿
　吉野　龍一

副委員長

（賛）飯坂　　隼
（賛）倉持　美帆
（賛）須藤　直美
（賛）平川　真実
（賛）鈴木　信樹
（賛）三浦　昌樹

○熊谷　未来
　今野　高之
　大塚　一生
　佐藤　智一
　藤田　徹平
　山田　雄太

事務局次長
今野　孝嶺
中野　創太

事　務　局　長
◇◆伊藤　竜佑

専　務　理　事
◇◆成田圭一郎

議　　　長
◇◆田中　洋平

拡大戦略推進会議副議長
◆藤田　真吾
◆後藤　健二

総務渉外委員会委員長
◆佐藤　　壮

次世代育成委員会委員長
◆佐藤　裕之

副　理　事　長副　理　事　長
◇◆阿部　　誠

理　事　長

理　事　会

総　　　会 監　　　事
（外）田中　秀範
幸坂　伯文

◇◆佐藤　二郎
直前理事長
◇佐々木　暁

◇◆柴田　正貴

出　向　理　事
◆川間　一平
◆大塚　和敬

副委員長

（賛）大渕　　裕
（賛）加藤　雅志

○斉藤　祐也
　大谷　泰彦
　菊池　幸礼
　酒井　正信
　七尾　裕喜
　日諸　翔一
　三村　　眞

７名
12名
37名
11名
１名
１名

◇
◆

三　　役
理　　事
正 会 員
賛助会員
外部監事
内部監事
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１月定例会「定時総会・新年祝賀会」

次世代育成事業
「能代ＪＣドリームカップ」

次世代育成事業
「ぼくらのふるさとの未来を見に行こう～のしろの地域資源～」

９月定例会「臨時総会」

職業講話事業
「能代第二中学校職業講話」
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2018年度　理事長　柴　田　正　貴
スローガン　「がりっとやっぺし」

 １月 13日 １月定例会「定時総会・新年祝賀会」
 ２月 23日 ２月定例会「～がりっと学ぼう　ＪＣのこと！～」
 ３月 23日 ３月定例会「気づき～地域の魅力を輝かせるために～」
 ４月 ２日 公開討論会事業「能代市長選挙公開討論会」
  23日 ４月定例会「Ｒｅ：クリエーターズ～東北青年フォーラム～」
 ５月 １日 公開討論会事業「三種町長選挙公開討論会」
  23日 ５月定例会「今こそ突破せよ！～実例に学び新たな発想へ～」
  25日 異業種交流事業「異業種交流会in能代」
 ６月 22日 ６月定例会「ＪＣという存在」
 ７月 23日 ７月定例会「ＪＡＹＣＥＥ魂を燃やせ！～青年フォーラムへの旅路～」
 ８月 ４日
  ～５日 第１回次世代育成事業「２０１８能代ＪＣドリームカップ」
  23日 ８月定例会「臨時総会」
 ９月 13日 シニアクラブ会員交流事業「～東北青年フォーラム地元開催に向けて～」
  25日 ９月定例会「能代はバスケで強くなる」
 10月 18日 東北青年フォーラム実行委員会引継式
  23日 １０月定例会「さらなる高みを目指すＪａｙｃｅｅになっぺし！」
  28日 第２回次世代育成事業「からだぜんぶで楽しもう～自然がくれる大きな宝物～」
 11月 10日 講師研修事業「変革～企業の活性は地域の活性となる～」
  21日 １１月定例会「家族交流会」
 12月 １日 １２月定例会「卒業式」

2018年度　一般社団法人　能代青年会議所　組織図

副議長

（兼務）成田圭一郎
（兼務）田中　洋平

○大塚　一生
副委員長

（賛）鎌田　伸行

○小林　　要
　阿部　　誠
　今野　高之
　鎌田　　慎
　佐藤　　壮
　佐藤　雄樹
　清水　幸則
　七尾　裕喜

副委員長

（賛）金子　雅史
（賛）金谷　拓都
（賛）倉持　美帆
（賛）田村　信一
（賛）平川　真実

○酒井　正信
　池端　一成
　斉藤　祐也
　佐藤　宏樹
　日諸　翔一
　藤田　徹平
　三村　　眞

副委員長

（賛）落合　智之
（賛）小杉　　臣
（賛）飯坂　　隼
（賛）佐藤　裕介
（賛）須藤　広洋
（賛）成田　慎司
（賛）三浦　昌樹

○山田　雄太
　大森　啓正
　川尻　和昌
　菊池　幸礼
　佐藤　智一
　吉野　龍一

事務局次長
伊藤　喬史
髙橋　武寿

事務局長

専　務　理　事

◇◆工藤　圭太
会員研修拡大委員会委員長
◆成田圭一郎

次世代育成委員会委員長
◆中野　創太

総務委員会委員長
◆佐藤　裕之

◇◆今野　孝嶺
副　理　事　長
◇◆藤田　真吾

副　理　事　長
◇◆後藤　健二

副　理　事　長
◇◆川間　一平

◇◆柴田　正貴
理　事　長

（外）佐々木　暁
顧　　　問

理　事　会

総　　　会 監　　　事
（外）幸坂　伯文
田中　洋平

◇佐藤　二郎
直前理事長

東北青年フォーラム準備室室長
伊藤　竜佑

出　向　理　事
◆大塚　和敬
◆熊谷　未来

７名
11名
38名
13名
１名
１名
１名

◇
◆

三　　役
理　　事
正 会 員
賛助会員
外部監事
内部監事
外部顧問
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１月定例会「定時総会・新年祝賀会」

公開討論会事業
「能代市長選挙公開討論会」

シニアクラブ会員交流事業
「～東北青年フォーラム地元開催に向けて～」

次世代育成事業
「２０１８能代ＪＣドリームカップ」

東北青年フォーラム実行委員会引継式in三沢
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2019年度　理事長　川　間　一　平
スローガン　一意奮闘～より能く郷土を代えるために～

 １月 12日 １月定例会「定時総会・新年祝賀会」
 ２月 25日 ２月定例会「学んで築こう～能代のわ～」
 ３月 25日 ３月定例会「異業種交流会㏌能代～共に地域をより能く代えるために～」
 ４月 ５日 東北青年フォーラムin能代　事前現地調査
  26日 ４月定例会「一人ひとりの意識改革」
 ５月 27日 ５月定例会「地域存続の核になれ！」
 ６月 22日 ドリームミーティングin能代
  24日 ６月定例会「自律心～個々の行動が地域を変える～」
 ７月 ９日 ＬＯＭデミースクール「ＮＥＷＪＡＹＣＥＥを活用した勉強会」
  23日 ７月定例会「ＢＢＱ交流会」
 ８月 26日 ８月定例会「更なる高みへ　～ Plus Ultra ～」
 ９月 ７日 東北青年フォーラムin能代　たからいち
  ７日 東北青年フォーラムin能代　大懇親会
  24日 ９月定例会「臨時総会」
  28日 ＬＯＭデミースクール「マネジメントゲーム」
 10月 29日 １０月定例会「～持続可能な地域社会貢献のために～
 11月 10日 愛郷心育成事業「地域の魅力発見！体験！車いすバスケクリニック」
 12月 ８日 １１月定例会「家族交流会」
 12月 14日 １２月定例会「卒業式」

2019年度　一般社団法人　能代青年会議所　組織図

（兼務）伊藤　喬史
（兼務）田中　洋平

副委員長
○大森　啓正
　菊池　幸礼
　柴田　　悌
　清水　幸則
　成田　慎司

副委員長

（賛）伊藤　裕靖
（賛）畠山　賢治

（賛）金子　雅史
（賛）金谷　拓都
（賛）小杉　　臣

○吉野　龍一
　池端　一成
　今野　高之
　鎌田　　慎
　佐藤　　壮
　平川　真実
　藤田　徹平

副委員長

（賛）落合　智之

○川尻　和昌
　伊藤　喬史
　金子　　信
　鎌田　一明
　小林　　要
　斉藤　祐也
　七尾　裕喜
　日諸　翔一

事務局次長
阿部　　誠
酒井　正信
佐藤　宏樹

事　務　局　長

専　務　理　事

◇◆中野　創太

愛郷心育成委員会
委員長

◆髙橋　武寿

会員拡大研修委員会
委員長

◆山田　雄太

総務委員会
委員長

◆熊谷　未来

◇◆佐藤　裕之

副　理　事　長

◇◆成田圭一郎

副　理　事　長

◇◆後藤　健二

副　理　事　長

◇◆大塚　和敬

議　　　長

◇◆伊藤　竜佑

◇◆川間　一平
理　事　長

理　事　会

総　　　会 監　　　事
（外）工藤　圭太
田中　洋平

◇柴田　正貴
直前理事長

特別事業推進会議
副議長

○大塚　一生

出　向　理　事

◆今野　孝嶺

８名
11名
37名
６名
１名
１名

◇
◆

三　　役
理　　事
正 会 員
賛助会員
外部監事
内部監事
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東北地区会員大会
「東北青年フォーラムin能代」

３月定例会「異業種交流会in能代
～共に地域をより能く代えるために～」

11月定例会「家族交流会」

愛郷心育成事業
「地域の魅力発見！体験！車いすバスケクリニック」

12月定例会「卒業式」
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2020年度　理事長　後　藤　健　二
スローガン　「SWITCH!!」～つなげよう、燈そう、笑顔あふれる新たな未来へ～

 １月 ８日 会員拡大計画策定「from ２０２０ to ２０２５」
  11日 １月定例会「定時総会・新年祝賀会」
 ２月 １日 ２月定例会「集え!　秋田へ２．１」
 ２月 22日 会員交流事業「私を安比に連れてって」
 ４月 27日 ４月定例会「今、私たちにできること」
  13日 会員研修事業「新入会員研修」
 ５月 25日 ５月定例会「日日是好日」
 ６月 23日 ６月定例会「新時代～ウィズコロナ～」
 ７月 ９日 ＪＣＩ能代セミナーフェスティバル「マインドマッピング」
  18日 ＪＣＩ能代セミナーフェスティバル「スピーチ」
  24日 全国一斉花火プロジェクト「－はじまりの花火－」
  27日 ７月定例会「ＳＤＧｓで未来を変える」
 ９月 23日 ９月定例会「臨時総会」
 10月 14日 中長期ビジョン策定「JCI Noshiro Vision & Plan 2021−2025」
  17日 東北青年フォーラムin南陽成就懇談会
  20日 １０月定例会「継承でＳＷＩTＣＨ！！　変革でＫｅｅｐ　Ｇｏｉｎｇ！！」
  26日 社業発展事業「秋田：未来のジブン会議」
 11月 ３日 １１月定例会「プリトラ！！　ふるさとの夢と自慢をのせてどこまでも」
 12月 12日 １２月定例会「卒業式」
  19日 家族交流事業「家族交流会」

2020年度　一般社団法人　能代青年会議所　組織図

副委員長
○大森　啓正
○平川　真実
　藤田　徹平
　鎌田　　慎
　菊池　幸礼
　佐藤　裕之

副委員長

（賛）市川　浩史
（賛）小杉　　臣
（賛）畠山　賢治
（賛）畠山　優介
（賛）柿木　崇誌

○成田　慎司
　斉藤　祐也
　髙橋　武寿
　日諸　翔一

副委員長

（賛）落合　智之
（賛）金子　雅史

○工藤　圭介
　畠山　慶太
　飯坂　　隼
　川上　隆史
　小林　　要
　小嶋　　元
　平川　奈緒

事務局次長
池端　一成
川尻　和昌

事　務　局　長

◇◆大塚　一生

専　務　理　事

◇◆山田　雄太

副　理　事　長

◇◆中野　創太

副　理　事　長

◇◆佐藤　　壮

◇◆後藤　健二
理　事　長

◇川間　一平
直前理事長

理　事　会

総　　　会 監　　　事
（外）柴田　正貴
大塚　和敬

議　　　長

◇◆伊藤　竜佑

笑顔あふれる未来創造委員会
委員長

◆佐藤　宏樹

JC活動広報委員会
委員長

◆酒井　正信

持続可能なLOM推進会議
副議長

◆今野　孝嶺

出　向　理　事

◆成田圭一郎
◆伊藤　喬史

７名
11名
31名
７名
１名
１名

◇
◆

三　　役
理　　事
正 会 員
賛助会員
外部監事
内部監事
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１月定例会「定時総会・新年祝賀会」

京都会議
「東北青年フォーラムin南陽・主催主管締結式」

ＪＣＩ能代セミナーフェスティバル「スピーチ」

１１月定例会「プリトラ！！ ふるさとの夢と自慢をのせてどこまでも」７月定例会「ＳＤＧｓで未来を変える」
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西暦 代　 氏　　　名
1952年 初代 大　塚　繁　夫
1953年 ２代 大　塚　繁　夫
1954年 ３代 大　塚　繁　夫
1955年 ４代 大　塚　繁　夫
1956年 ５代 大　塚　繁　夫
1957年 ６代 鈴　木　音　安
1958年 ７代 鈴　木　音　安
1959年 ８代 塚　本　義　夫
1960年 ９代 大　高　久治郎
1961年 10代 金　谷　　　孝
1962年 11代 三　熊　英　雄
1963年 12代 相　沢　春　水
1964年 13代 大　塚　俊　二
1965年 14代 梅　田　喜八郎
1966年 15代 塚　本　達　郎
1967年 16代 塚　本　堅太郎
1968年 17代 平　川　次　夫
1969年 18代 藤　井　孫　光
1970年 19代 山　木　雄　三
1971年 20代 田　中　仁　純
1972年 21代 中　田　　　進
1973年 22代 三　国　伝　正
1974年 23代 松　嶋　征　一
1975年 24代 西　村　佑　一
1976年 25代 能　登　祐　一
1977年 26代 岩　山　堅　一
1978年 27代 佐　藤　浩　嗣
1979年 28代 大　嶋　賢　治
1980年 29代 飯　坂　和　夫
1981年 30代 大　塚　喜彌彦
1982年 31代 北　川　統　慎
1983年 32代 梅　田　味　伸
1984年 33代 伊　藤　悦　郎
1985年 34代 梅　田　正　久
1986年 35代 大　塚　和　行

西暦 代　 氏　　　名
1987年 36代 斎　藤　宗一郎
1988年 37代 塚　本　真木夫
1989年 38代 飯　坂　純　悦
1990年 39代 大　友　英　治
1991年 40代 伊　藤　良　弘
1992年 41代 須　藤　正　人
1993年 42代 能　登　信　一
1994年 43代 大　高　多恵男
1995年 44代 安　岡　明　雄
1996年 45代 金　谷　　　哲
1997年 46代 越　前　由　高
1998年 47代 佐　藤　幸　樹
1999年 48代 大　塚　和　浩
2000年 49代 五十嵐　弘　人
2001年 50代 佐々木　利　顕
2002年 51代 原　田　真　吾
2003年 52代 大　和　貴　浩
2004年 53代 福　田　幸　一
2005年 54代 針　金　勝　彦
2006年 55代 斎　藤　賢　人
2007年 56代 増　田　淳　一
2008年 57代 宮　腰　智　久
2009年 58代 佐々木　　　崇
2010年 59代 宮　腰　敬　慶
2011年 60代 清　水　　　靖
2012年 61代 梅　田　佳　洋
2013年 62代 芦　崎　陽　一
2014年 63代 田　中　秀　範
2015年 64代 幸　坂　伯　文
2016年 65代 佐々木　　　暁
2017年 66代 佐　藤　二　郎
2018年 67代 柴　田　正　貴
2019年 68代 川　間　一　平
2020年 69代 後　藤　健　二

歴　代　理　事　長
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歴
代
理
事
長
よ
り

　一般社団法人能代青年会議所が創立70周年を迎えられましたことを、歴代理事長を代表して、心

よりお慶び申し上げます。貴青年会議所が紡いでこられました深い歴史とご功績、先輩諸氏から連綿

と受け継いでこられました高い志に対しまして、深い敬意を表します。

　さて、世の中は、新型コロナウィルス感染症により、世界的に経済や文化活動が大きなダメージを

受けています。これから失業者や生活困窮者が増えてくるでしょう。デマを流す人、デマに踊らされ

る人、倫理観なく自分の利益に走る人、色々な人がでてきましたが、これからも出てくることでしょ

う。このような時に思い出されるのが、「平和な時に苦しかったことを忘れず、苦しかった時に平和

な時のことを忘れない」という気持ちです。今まさに、新型コロナウィルス感染症の影響で世界的に

混乱していますが、大事なことは混乱に踊らされず、新型コロナウィルス感染症の影響がなくなった

時のことを考えるのも大事であるということです。この試練は、我々に何をもたらしているのか、模

索しながら地域を支える経済人として、共にこの困難を乗り越えましょう。

　また、周年という節目の年は、創立の志に立ち返る原点回帰と次の周年に向けた運動指針を打ち出

す絶好の機会であります。歴史を振り返れば、いつの時代も変化の原動力となり、進化の起点となっ

て地域社会により良い変革をもたらしてきたのは、当時の青年であります。凡事徹底の精神で、今で

きる運動を自分たちにしかできないほど、我武者羅に徹底して行う。その先人者が青年会議所の現役

メンバーであると思っています。行動に制限はかかってしまいますが、明るい豊かな社会の実現に向

けて、頑張ってほしいと思います。

　そして、その姿が人を惹きつけ、自ずと組織が拡大していく、会員拡大の本質を決して忘れること

なく、コロナ禍でのＪＣ運動を進めてほしいと思っています。

　今年度は、伊藤竜佑理事長の下「ｋｅｅｐ　Ｇｏｉｎｇ！！～ 70年の誇りと責任とともに行動し

続ける～」というスローガンを掲げ、市民に意識変革を促し、明るい豊かな社会を実現すべく運動を

展開しておられます。70年の歴史のなかで、常に社会のために自ら何ができるか考え、行動されて

きた皆さまであれば、必ずや素晴らしい未来の礎を築くことが出来ると確信しております。

　結びとなりますが、能代の街の更なるご発展、並びに先輩諸氏や現役会員の皆さまのご多幸とご健

勝、事業の発展を心よりご祈念申し上げ、お祝いの言葉とさせていただきます。

　新しい時代に変えられるのではなく、新しい時代に向けて自ら変わり続ける。

　「能代を変えるのは、君たちだ」

創立70周年を迎えて

一般社団法人能代青年会議所

第65代理事長　佐々木　　暁
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代
理
事
長
よ
り

　一般社団法人能代青年会議所の創立70周年を衷心より御祝い申し上げます。また能代青年会議所

シニアクラブの一員として、これまでの長い歴史とともにご尽力いただいた先輩諸兄に対しましても

深く感謝と敬意の念を表します。

　ブロックチャーターＬＯＭとしての気概を持ち、70年余りの歴史の中、能代青年会議所は、強いリー

ダーシップを持ち続け、まちづくり、ひとづくりの数々を通じたＪＣ運動を展開してまいりました。

この性質は、今に脈々と受け継がれているはずであります。生まれ育った土地に誇りを持ち、地域の

宝である子どもたちの成長を心から願い、未来を担う人財の可能性を無限大に広げている。青年世代

の熱意と行動が、地域を発展させるエネルギー源となり、明るい豊かな社会の実現に向けて推進力を

増幅させている。混迷を極める時代にある今だからこそ、能代青年会議所が必要とされています。

時代は、能代青年会議所を取り巻く状況において、その変化に、奔流の勢いを呈するが如くでありま

す。令和という希望ある時代は始まったばかりでありますが、私たちが直面している現実は冷酷です。

新型コロナウイルス感染症（COVID−19）のパンデミックは、世界規模で様々な危機的状況を引き起

こしながら、依然として私たちの生活に甚大な影響を与え、時には生命にとって脅威となっています。

ＪＣ活動に支障をきたすメンバーもいることでしょう。しかしながら、このような不確実性の高い時

代だからこそ、創始の精神と歴史の恩恵に与っていることを今一度噛みしめ、責任世代として積極的

に行動していくことが必要であると感じております。

　創立70周年、スローガン「ＮＥＷ　ＮＯＲＭＡＬ」～ 70年の歴史を継承し、持続可能な未来へ～

むしろこれを好機として、一層の飛躍を成し遂げ変化を乗り切って大きく脱皮する能代青年会議所の

力を、どこまでも信じて疑いません。

　能代山本地域の次代の責任を担い、地域の発展を牽引する存在となるべく、過去を検証し未来を描

く確固たるビジョンを見出し、慣例にとらわれない画期的なビジョンを掲げ、一つの方向に向かって

動き出すとき、能代山本地域の未来を築くことができると信じています。

　我々が時代を求めているのではありません、時代が能代青年会議所を求めているのです。

　能代青年会議所は斯くあらねばならない。一人ひとりの自律、野心的意欲の喚起、今こそ己を律し、

「創立70周年」に、覚悟と勇気をもって挑戦する能代青年会議所メンバー一人ひとりのご活躍をご

期待申し上げます。

　結びになりますが、伊藤竜佑理事長の掲げる「ｋｅｅｐ　Ｇｏｉｎｇ！！～ 70年の誇りと責任と

ともに行動し続ける～」スローガンのもと、能代青年会議所のますますのご発展を心からご祈念申し

上げお祝いの言葉とさせていただきます。

創立70周年を迎えて

一般社団法人能代青年会議所

第66代理事長　佐　藤　二　郎
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　一般社団法人能代青年会議所創立70周年を迎えられました事、心より御祝い申し上げます。また、

70年という長い歳月活動が継続されてきた事は、先輩諸氏のご努力を始め、現役メンバーの真摯な

姿勢と強い行動力の結果であり、ここに深く敬意の念を表します。　

　振り返りますと、2000年に能代青年会議所へ入会し、翌年には50周年の記念式典へ参加した事

が、おぼろげながら懐かしく思い出されます。長きにわたり多くの先輩よりご指導頂き、様々な役職

経て得た経験が今の私を作り上げていると断言でき、本当に良い修練の期会を頂いたと感謝の気持ち

でいっぱいです。人間は命が燃え尽きるまで必ず成長できると思います。しかし成長率は一定ではな

く、徐々に下降線をたどって行きます。だからこそ、40歳までの限られた時間を青年会議所と向き

合い、自己成長の場とし、人生100年時代と言われる今、未来への投資としてください。

　理事長をお預かりした、2018年はスローガン「がりっとやっぺし」基本理念とし「大いに悩み、

そして突破せよ、決断こそが人間を成長させる」を掲げ一年間運動を展開してまいりました。故郷の

持つ魅力を再確認し、真に地域から求められる運動、活動とはどの様な物なのかを考え、三役・理事

会議において議案に磨きをかけ事業構築をする。そして、メンバーが一丸となり、事業成功に向け行

動する、青年会議所運動の本質を理事長の立場から経験し生涯の財産になりました。

　また、東北青年フォーラムin能代を翌年に控えたこの年は、能代大会成功に向け、ＬＯＭ全体が一

致団結し、東北各地を仲間と共に駆け巡りました。長距離を移動しながら語らい多くの時間を共にし、

酒を酌み交わした日々がとても懐かしく、いかに恵まれ、かけがえの無い経験だったのかと、このコ

ロナ渦にあり改めて考えさせられます。

　卒業した今思う事は、青年会議所の持つ特殊な環境の中で、ＪＣ運動を共にした仲間との絆は強靭

であり、そこで得た人間関係は一生の財産になる事という事です。様々な活動を通じて得る経験はお

金では買う事はできず、時間でしか買う事ができません。

　人は成功する事でも成長出来ますが、失敗から学びアウトプットする事で、何倍もの経験値を得る

事が出来ると思います。現役の皆さんはぜひ失敗を恐れずこの組織の持つスケールメリットを最大限

に活用してください。

　新型コロナウイルスにより、世界の価値観が大きく変化していく中、時代を切り開く人間はいつも

若者であると私は考えます。70周年を新たな時代へのスタートし、伊藤理事長を先頭に勇往邁進し

て頂きたいと、私は思います。

　皆様の増々の成長とご活躍、そして能代山本地域のさらなる発展をここにご祈念し、結びとさせて

頂きます。

創立70周年を迎えて

一般社団法人能代青年会議所

第67代理事長　柴　田　正　貴

歴
代
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り
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　一般社団法人能代青年会議所が創立70周年を迎えられたことに心よりお祝い申し上げます。また、

能代青年会議所シニアクラブの一員として、これまで能代青年会議所の長い歴史を紡いでこられた先

輩諸兄に、そして今この瞬間に青年会議所という現場で奮闘する現役の皆様に深く敬意を表します。

　私の現役時代を振り返ってみますと、2005年に入会しその後2006年の創立55周年、2011年の

創立60周年、2016年の創立65周年と３回の周年を経験させて頂きました。ＬＯＭ内はもとより、

秋田県内、東北地区内、全国、そして世界中の多くの仲間達と交流を持ち、修練を経て実感した自己

の成長が今の自分を形作っています。当時と現在、青年会議所を通じて関わった全ての皆様に感謝申

し上げます。

　私自身は2019年に理事長の職をお預かりし、東北地区大会主管という得がたい成長の機会を頂く

ことができました。1984年以来、２回目の地区大会の主管でしたが、無論前回大会を経験した現役

メンバーがいるわけではなく、東北中の仲間達に支えられながら、メンバー一丸となり手探りによる

大会の構築となりました。そしてその過程で、ＪＣという組織も、理事長という職務も、東北地区大

会という事業も、全ては明るい豊かな社会を実現する為の手段である、と実感しました。自分たちの

住み暮らす郷土をより良くしたい。郷土能代がより良く変革される、その可能性を示すことで東北中

に希望を届けたい。そうした想いを実現する為に取り組んだ大会でしたが、そこで培った経験を積ん

だ後輩の皆さんが現在活躍していることに、深く感慨を感じます。現在という時代は、コロナという

今まで経験のない疫病がはびこり、経済は低迷し、国家間の対立は高まり、どのようにすれば問題が

解決されるのか、容易に答えは見いだし得ない状況です。しかし、そのような中であるからこそ、青

年会議所が求められるのだと思います。問題を正しく認識して解決策を模索するには「英知」が必要

です。不確定な未来に挑戦していくためには「勇気」が必要です。自分一人の利益を求めるのではなく、

世の中全体が明るく豊かになる為には公
おおやけ

の為に努めるという「情熱」が必要となります。それらは全

て、青年会議所の学びの中で培われるものであると私は信じます。青年会議所は40歳までの貴い青

年期をかけるに値する、素晴らしい学び舎です。青年会議所というツールを最大限に活用し、現役の

皆さんが信じる未来を実現して下さい。

　結びとなりますが伊藤理事長の掲げる「Ｋｅｅｐ　Ｇｏｉｎｇ！！」のスローガンの下、能代青年

会議所の今後益々の発展とメンバー一人ひとりが成長を遂げられること、そしてそのことがこの地域

を立ち止まらず前進させる一助となることをご祈念申し上げ、お祝いの言葉とさせて頂きます。

創立70周年を迎えて
～立ち止まらず、地域をより能く代えるために～

一般社団法人能代青年会議所

第68代理事長　川　間　一　平
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　一般社団法人能代青年会議所が創立70周年を迎えられたことに心からお慶び申し上げます。70年

という長きにわたり、弛まぬ努力と地域に根差したＪＣ運動が展開され、想いの連鎖を絶やすことな

く伝統が脈々と受け継がれ、先輩諸氏の功績とご尽力に深く敬意を表します。そして、地域や行政を

はじめ、関係諸団体の皆様のご理解とご支援のおかげで能代青年会議所が存在している事に、この場

をお借りし衷心より感謝を申し上げます。

　さて、私が能代ＪＣに入会した10年前は創立60周年の年でありました。当時の記念事業であっ

た清水理事長と商工会議所会頭との対談が大きなきっかけとなり、私の人生を変えるＪＣライフがス

タートしたと言っても過言ではありません。入会以来、多くの先輩やＪＣ活動をしていなければ出会

う機会がなかった人々、そして数々の事業から学び得た経験は、金銭には代えられない財産であり、

ＪＣ最大の魅力である事に気づきました。そこから仲間と共に過ごす時間を重ねるに連れ、「楽しさ」

が生まれ、「楽しさ」から積極性が生まれ、加速的に意識や行動そして考え方に変化が生まれました。

単年度制で交代する数々の役職を担い活動する中で、ＪＣの価値観に気づいた時、サラリーマンでも

チャンスがあれば、理事長に「挑戦したい」という想いに変化した自分がおりました。先輩や後輩、

そして会社からの後押しをいただき、私が理事長を務めさせていただいた2020年度は、誰もが記憶

に残る一年になりました。2019年暮れに発生した新型コロナウイルス感染症により、人類を脅かす

世界的なパンデミックを引き起こし、私たちの日常は一変いたしました。そして、地域経済や我々青

年会議所運動にも大きな影響を与え、過去に経験したことない緊急事態となってしまいました。日常

生活やＪＣ活動においても、これまでの当たり前が通用しない事に悩み、「当たり前」という事が如

何に有難く幸せであったことに気付かされた一年になりました。とりわけ年間事業計画をそのまま遂

行する事が困難になり、年度途中で新たな手法であるＷｅｂを活用した非集合型での会議や事業に変

更し、コロナ禍でも地域のために歩みを止める事なく活動できたと確信しております。そして、70周

年を迎える本年においても、収束の兆しが見えないままのスタートとなりましたが、間違いなくニュー

ノーマルな時代になり、これに対応するためにＪＣに限らず世界の人々に大きな変化が求められるこ

とは避けられないと思います。このような時代になったからこそ、ＪＣの創始の精神と高い「志」を

大切に、地域から更に求められる組織へと成長していただきたいと思います。

　結びに、能代青年会議所の運動に対して今後もご支援ご鞭撻をお願い申し上げますとともに、愛す

る郷土発展のためにこれからも挑戦し続け、地域に大きな変化をもたらし持続可能な社会の実現と、

笑顔あふれる新たな未来へ向けて会員の皆様の益々のご活躍とご健勝を心よりご祈念申し上げます。

創立70周年を迎えて
～楽しくなきゃＪＣじゃない！～

一般社団法人能代青年会議所

第69代理事長　後　藤　健　二

歴
代
理
事
長
よ
り
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【 略歴 】
　1960年８月７日生（60歳）。 秋田県山本郡八峰町（旧八森町）出身。秋田県立能代工業
高等学校、国際アニメーション研究所卒業。日本屈指のアニメ―ション制作会社である株式
会社プロダクション・アイジー創設メンバーのひとり。2020年、還暦を機に同社の取締役を
退く。取締役退任後も同社にて、アニメーター、トータル・アドバイザーとして制作に参加。
【 株式会社プロダクション・アイジー 】
　後藤隆幸氏が設立したアニメ制作グループ「スタジオ鐘夢（チャイム）」と石川光久氏が設
立した「タツノコ制作分室」が合併。1987年に「有限会社アイジータツノコ」として創設
される。社名の「Ｉ.Ｇ」は創設者である石川光久氏（「Ｉ」）と後藤隆幸氏（「Ｇ」）に由来す
る。有限会社アイジータツノコにおいて石川氏は社長、後藤氏は副社長に就任する。その後、
1993年に「有限会社プロダクション・アイジー」に社名を変更。2000年９月に株式会社プ
ロダクション・アイジーに商号変更。
【後藤隆幸氏　参加作品の一例】
　赤い光弾ジリオン（キャラクターデザイン・作画監督）／機動警察パトレイバー the 
Movie （原画）／電影少女 VIDEO・GIRL・AI（キャラデザイン・作画監督・原画）／ぼくの
地球を守ってPlease Save My Earth（キャラデザイン・総作画監督・作画監督）／ HUNTER
×HUNTER（キャラクターデザイン・作画監督）／攻殻機動隊STAND ALONE COMPLEX（作
画監督）／獣の奏者エリン（キャラデザイン・総作画監督・作画監督）／黒子のバスケ（総
作画監督・作画監督）／銀河英雄伝説 Die Neue These（総作画監督・作画監督）／　etc．

株式会社プロダクション・アイジー 　後 藤　隆 幸（ごとう  たかゆき）　

Production I.G  後藤 隆幸 × 伊藤 竜佑  能代青年会議所

Noshiro
記念対談
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後藤　よろしくお願いします。
伊藤　後藤さんは能代市山本郡のご
出身であるとお聞きしております。
後藤　僕は旧八森町出身です。高校
は能代工業でした。能代市というと
大きな街、畠町などは凄く賑やかで
都会という印象で、小さい頃はよく
遊びに行っていました。
伊藤　後藤さんの中での地方に対す
るイメージを教えてください。
後藤　あくまでも私の主観となりま
すが、仕事がないから東京に出てく
るというイメージはあります。言葉
が悪いですが、大型ショッピング
モールが進出し、商店街が元気を
失っていくというイメージが強いで
す。
伊藤　おっしゃる通りだと思います、
衰退は私たちにとって課題のひとつ
であります。そこで、これからの時
代、地方の在り方について、どのよ
うにお考えでしょうか。
後藤　今の時代は、技術があれば地
方に居ても何でもできる時代である
と思います。僕らの小さい頃とは
違い、地方に居ても都会と遜色な
く色々なものを見渡すことができ、
データでやりとりをすることで物理
的・距離的な制約もなくなってきて
いると感じます。コロナ禍によりリ
モートワークも推進され、一層その
傾向は強くなっているように思いま
す。例えば、僕が働いているアニメー
ションの業界でいえば、東京で技術
を体得して地方に戻り、仲間と共に
スタジオを作ることも可能な時代と
なりました。
伊藤　業界というキーワードがでま
したが、秋田からアニメーション業
界に飛び込む方はどのくらいいらっ
しゃるでしょうか？

後藤　専門の学校に入学して、この
業界に飛び込む秋田県出身の方はご
く少数だと思います。東北地方でも
他県出身の方が多いという印象を
持っています。特に宮城県にはアニ
メに関連した専門学校やアニメスタ
ジオがあるので、そういう部分が関
係しているかもしれません。
伊藤　Production I.Gさんも、地方
にスタジオを持っているとのことで
すが。
後藤　新潟県にアイジー新潟という
作画スタジオがあります。仕事を辞
めて地元である新潟に帰るというア
ニメーターの方がいまして、それを
聞いた社長の石川が「そういう事で
あれば新潟にスタジオを作ろう」と
思いつき、スタジオを設立すること
になったという経緯があります。
伊藤　地方にアニメスタジオを作る
ことの難しさはなんでしょうか。
後藤　地方にアニメスタジオを設立
する際、最大のネックとなるのは、
主要クライアントの大半が東京の企
業であることです。発注主となる企
業とのコネクションがない状態で地
方にスタジオを設立しても仕事が生
まれないという点は大きな課題です。
そのため、地方スタジオの大半は東
京や東京近郊に本社がある会社の地
方スタジオとしての設立や、東京で
実績を作った上でのスタジオ新設と
いう形となっています。秋田市にも
最近スタジオができましたが、やは
り埼玉県に本社のある会社です。
伊藤　秋田市にアニメーションのス
タジオができたことは、お恥ずかし
ながら私は存じ上げませんでした。
後藤　昔、僕自身も秋田に帰ってス
タジオを作ろうと考えたことがな
かったわけではありません。しかし、
その当時は今のようにデジタル化が
進んでおらず、インターネットもま
だ身近な存在ではありませんでした。
紙に手描きというスタイルがメイン
で、納品物を物理的に次の工程担当
者へ移動させる必要があり、そこが
障壁になっていました。現在はデジ
タル環境さえ整えることができれば、
データでのやり取りで仕事ができる
時代となりました。なので「地方で
あること」は大きな弱点ではなく
なってきています。ノウハウをきっ
ちり教えることができれば、アニ

メーションも能代の産業のひとつに
出来ると思います。
伊藤　なるほど、それでは産業とし
て行っていくためにはどのようなこ
とが必要となると考えますか。

後藤　まずは、設備投資が必要とな
ります。そして、設立するにはバッ
クアップをしてくれる団体、市の援
助なども必要になるかもしれません。
秋田でも能代でも、アニメーション
をやりたいという人は増えている時
代であると思います。ひとつの産業
として盛り上げるには、そういった
「場を創出していく」支援策も必要
になってくると思います。
　この仕事は若いセンスが必要とな
ります。これに加え、クリエーター
として求められるものをちゃんと教
えられるかが重要となります。もし
かすると、アニメーターを志したが、
様々な理由で諦め地元に帰った若者
が居るかもしれない。地元にアニ
メーションスタジオができたら、再
び志したいと思うかもしれない。そ
の時は、自分自身が培ってきたスキ
ルの継承や協力といった何かお手伝
いができるかもしれないですし、自
分を育ててくれた地元に恩返しがで
きると思います。還暦を迎えた今だ
からこそ、思うことがあります。

伊藤　アニメーターとはどのような
職業なのでしょうか。
後藤　一般的な会社員とアニメー
ターでは大きく違う部分があります。
アニメ―ション業界で、アニメー
ターをはじめとするクリエーターは
基本的に業務委託契約で出来高制報
酬となります。僕がアニメーターに
なった当時、元請けをしている大き
なアニメーション制作会社は数社し
かなく、その数社の下に下請け会社
がたくさんある形でした。
　Production I.Gの前身となる会社
を一緒に立ちあげようと石川（社

 後藤 隆幸×伊藤 竜佑

地方での産業とこれからの時代

将来を担う人材の育成
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長）から言われたとき「クリエーター
に還元できる会社を実現できるなら
一緒にやってもいいかな」という話
をしました。仕事の内容や環境、そ
して賃金でもしっかり戻せるように
したいと思いました。会社の規模が
大きくなればなるほど還元できるも
のは多くしたいと思っています。そ
うでなければクリエーターの皆さん
が生活を維持できず業界から離れて
行ってしまう。最初に考えたのは
そこでした。現在は働き方改革や社
員化制度なども整備でき、社員クリ
エーターも増えています。
伊藤　経験上、色々なアニメーター
をご指導されてきたと思いますが、
人材育成についてお聞かせください。
後藤　アニメーション業界の人材育
成の第一歩は、日中に業務に従事し
て頂く環境を整えることです。クリ
エーターという職業柄なのかもしれ
ませんが、日中ではなく夜間に仕事
をして生活リズムがずれていってし
まうことがあります。業務委託です
から基本的には自由な時間に出勤し
ても問題ないのですが、日中に仕事
をする人もいて夜間に仕事をする人
もいる、という状況ですとなかなか
目が行き届かなくなってしまいます。
　自分の経験からしても日中に仕事
をした方が良いという体感がありま
すし、制作管理をする側からしても、
同じ時間帯にスタッフが出勤してい
たほうが情報共有漏れなどのリスク
が少なくなります。育成についても
同じで、同じ時間、同じ場所にいな
ければ、指導をすることもできませ
ん。朝出勤し、日中に仕事をしてい
ただくというのが育成の第一歩です。
伊藤　業界ならではの悩みというも
のですね。
後藤　アニメーターは職人です。次
の世代へ技術を教え伝えていかなく
てはならない仕事であると感じてい
ます。専門性が高く「はい、やって
ください」といって誰でもできるも
のではないため、後続育成では、ま
ず基礎的な技術を教える必要があり
ます。そして、ある程度技術が身に
付き、色々なことができるように
なってくれば、それを活かすチャン
スを与えてあげる必要があると思っ
ています。今はある程度の実力しか
無いように見える人でも、チャンス

を与えてあげることで、飛躍的に成
長するということが多くあるので
す。なので、活躍の幅を広げるため
にチャンスを与えていくことは大切
だと思います。しかし、チャンス
は与えられるものだと思い、その機
会をただ待っている人がいます。も
ちろんチャンスを与えることを心掛
けてはいますが、待っているだけで
はチャンスは訪れないのも事実で
す。その機会が訪れるよう、自らア
ピールしなければ難しい部分があり
ます。僕自身も自分で色々な種をま
き、チャンスを掴み取りに行ってい
ました。努力し、訪れたチャンスを
活かせた人は伸びて一人前になって
いく、そう感じています。また、「教
える人を育てる」ことも必要になっ
てきています。会社の規模が小さい
頃は、目が行き届き、気が付いた時
に教えることができていたのですが、
会社が大きくなると個人個人の状況
を細かく把握する事は難しくなって
きます。そのため、一定以上の技術
がある人には教える側に立ってもら
い、1対1で指導するシステムをつ
くりました。アニメ業界だけの話で
はないと思いますが、同じ指導をし
ても世代が変われば受け取り方も変
わります。若い人たちの考え方や社
会の状況などを、教える側も知る努
力をし、その時々にあった方法を模
索し、常に改善しています。
伊藤　お話の中で「チャンス」とい
うお言葉がありました。若手にはど
のようなチャンスが与えられるので
しょうか。
後藤　例えば、進行中の企画のキャ
ラクターデザインコンペがあるとい
う場合などは、みなさんに「コンペ
があるからデザインを提出してくだ
さい」というように平等に声掛けを
しています。結果、応募するしない
は個人の判断なのですが、こういっ
たチャンスを活かし、デザインの仕
事を勝ち取る人もいます。
「自分は素敵なキャラクターを描け

る」と思って待っているだけでは声
はかかりません。受動的な仕事姿勢
ではどんなに上手な人だったとして
も、本当にこの重要な仕事をこの人
物に任せても良いのだろうかと、任
せる側も迷ってしまいます。
伊藤　求められる人材とは、どのよ
うな人材であると後藤さんはお考え
でしょうか。
後藤　野球で例えると、4番バッ
ターは勿論必要だけれど、バントが
得意な人も必要。エースがいて、中
継ぎができる人もいて、初めて作品
が完成するんです。4番だけ、エー
スだけを集めてもダメなんです。
色々な個性が必要であると思ってい
ます。この業界に限らず、人材の育
成については、上に立つ人間が俯瞰
で人材をどう考えられるかが大切だ
と思います。
伊藤　考え方が大切、確かにその通
りだと思います。業界自体は、人材
は増えて行っているのでしょうか。
いまの時代、アニメーションをやっ
てみようという若い人は多いと思い
ます。
後藤　自分たちが手掛けている手描
きのアニメ、所謂２Ｄアニメを志す
人材は少なくなってきています。時
代として３Ｄアニメを目指す人が多
い傾向にあります。昔と大きく変
わってきているのは、女性クリエー
ターの割合が増えたことです。15
～ 20年前は圧倒的に男性が多かっ
たのですが、いまは現場でも専門学
校の学生さんでも女性が多いです。
２Ｄ分野において女性が増え、男性
が３Ｄ分野にいっている印象があり
ます。
伊藤　いまの時代の人と昔の時代の
人では、意識に「差」を感じること
はありますか。
後藤　僕は感じますね。会社によっ
ても違うと思うのですが、僕が若
かった頃は20代後半から30代で
トップクリエイターの枠に入って活
躍する人が多かったのですが、今は
もう少し遅くなっていると感じてい
ます。作品に求められるクオリティ
が年々上がってきているということ
と、当時と比べて制作に関わる人の
数が多くなっていることが要因では
ないかと思います。関わる人が増え
るに連れて個々のチャンスを得る機
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会が少なくなっている。そのため、
今では30歳を過ぎてやっと一人前
になっていくようなスピード感に
なっています。自分たちもそれでい
いと思っているような雰囲気を感じ
ます。若いうちにトップになるぞと
野心的に考えている人は、もしかし
たら少ないかもしれませんね。

伊藤　組織として、後藤さんが大切
にしていることはなんですか。
後藤　会社にとって、縦の組織は勿
論大切です。しかし、これにも増し
て横としての繋がり、部署間におい
ての繋がりが大切であると僕は考え
ています。テレビシリーズを作って
いる部署、劇場作品を作っている部
署など、社内では絶えず複数の作品
が制作されているので、自分たちの
部署の担当作品を優先していくあま
り、段々と横の繋がりが薄くなって
いくことがあります。
伊藤　部署間の繋がりが薄くなると、
どのような弊害が起こるのでしょう
か。
後藤　横の繋がりがなくなってしま
うことで、他の部署が現在どのよう
な状況にあって、どれくらい忙しい
のかがお互いに把握できない状況に
陥ります。分かりやすく表現するな
ら、敵同士。同じ社内ですが部署間
でライバル同士のような関係になっ
てしまいます。部署同士でのクリ
エーターの取り合いになっていく感
じです。または、手の空いたフリー
の人たちを囲いに入るなどです。し
かし、横がきちんと繋がって機能し
ていれば、バラバラになってはいか
ないし、組織として大きくなればな
るほど、横の繋がりを大切にしてい
かなければなりません。

伊藤　これまでの40年間、仕事の
向き合い方について教えてください。
後藤　「自分のやりたいものと、自
分にできるものは違う」そう思って
います。僕の場合は思いつきでこの
世界に飛び込みました。そして、た
またま現在の職が肌に合った。だか

ら40年間続けてくることができた
んだと思います。
　現代の子ども達は高度な情報化社
会を生き、僕が子どもの頃とは違い
色々なことを知っています。小学生
の内から色々と調べて、将来自分は
こういうことを学びたい、こんな仕
事に就きたい、と自分の将来像や目
標を定めて進路を決めていくのだろ
うと思います。その中でアニメー
ターになりたいと思って業界に飛び
込んでくれるのだと思います。夢を
持って自分の目指す職業に就くとい
うことは良いことだと思います。で
すが人によっては高校を卒業し進路
を決める時期になっても自分がやり
たいことがわからない、どんな仕事
についたら良いのか、どんな仕事に
向いているかわからない人もいると
思います。私もその一人でした。
　僕の場合は夢を抱いてこの世界に
飛び込んだわけではありません。で
すがこの世界に入ってから様々なこ
とを学び、技術を身につけ、深く知っ
ていく中で「もっと自分はこういう
ふうになりたい。もっとこういうこ
とをやりたいんだ」という夢や目標
が後から湧いてきました。現在「将
来こんな仕事がしたい、こんな夢が
ある」という事がない人も焦る必要
はないのかなと思います。なんとな
く選んだ職業が自分にとって一生の
仕事になることもあると思います。
伊藤　座右の銘があれば教えてくだ
さい。
後藤　座右の銘とまではいきません
が「初志貫徹」。最初に心に誓い決
めた目標を最後まで貫き通す。僕は
小さい頃からずっとこれを大切にし
てきました。「最初自分はどういう
気持ちと覚悟をもってこの世界に飛
び込んできたか」をいつも忘れずに
仕事をしています。確かに大変だけ
れど、それでも「自分は“今”やりた
いことをやれている」ということを
40年間ずっと自分の中で持ち続け
ています。
伊藤　自身と向き合って仕事をする
ということは、とても大切なことで
あると自分も思います。
後藤　ありがとうございます。日本
だけではなく世界中のファンが楽し
んでくれるアニメーションの仕事は
華やかな世界に思われるかもしれま

せん。周りから見ると趣味の延長で
仕事をしているように思われがちで
す。

　しかし、実際は根気のいる地味な
作業の繰り返しです。いつも無言で
机に向かって描いている職人のよう
な仕事でもあります。サラリーマン
ではないですが、実態はそれに近い
ものもあると思います。
　この仕事を始めたばかりの頃は、
食べていくために自分の時間と体力
を削りながら、毎日朝から晩まで、
時にはそのまま次の朝まで机に噛り
付きながら仕事をしていました。そ
の経験があるので、今でもその姿勢
で仕事に取り組むことができます。
本当に大変な仕事だとしても、どん
なに苦しくても、若い時の経験が僕
の中に確かにあるので、会社に行く
のが嫌だ、仕事を辞めたい、などと
思ったことは無いです。
伊藤　最後になりますが、仕事のや
りがいを教えてください。
後藤　アニメーションの仕事は多く
の方々に「影響を与えられる」仕事
だということです。自分のつくった
キャラクター、描いたキャラクター
が画面の中で動く。それだけでも凄
いことなのですが、その仕事が、後
藤隆幸という人間の絵が、そこに込
めた自分の意志がフィルムとして世
に出て、自分が死んだ後も作品とし
て残り続ける。そして、想像もでき
ないほど様々な人の目に届き、思い
もしなかった影響を与えている。と
いうことが、本当に凄いことだと思
うんです。参加した作品を見てくだ
さった方たちが、作り手の知らない
ところで、本当に色々と感じてくれ
るのです。自分にとってやりがいの
ある仕事です。
伊藤　能代ＪＣは本年度創立70年
を迎えます。私たちも後藤さんのよ
うに次の世代に残していけるように
運動を展開して参ります。貴重なお
話し、ありがとうございます。

思い、大切にしていること

組織能力を最大限
引き出すには (c) 田中芳樹 / 松竹・Production I.G・らいとすたっふ 
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JCI Noshiro Ｖ&Ｐ
筆頭作成者

氏　名：今
いま

　野
の

　孝
たか

　嶺
ね

生年月日：1985年 ５月７日（2015年入会）
2017年 ＬＯＭ 事務局次長
 秋田ブロック協議会　アカデミー委員会 委員
2018年 ＬＯＭ 専務理事
2019年 ＬＯＭ 出向理事
 秋田ブロック協議会 財政局長
 東北地区協議会 財政規則審査委員会 委員
2020年 ＬＯＭ 持続可能なＬＯＭ推進会議 副議長
 東北地区協議会 東北ゼミナール委員会 委員
2021年 ＬＯＭ 副理事長
 秋田ブロック協議会 出向役員
 東北地区協議会 財政審査室 室長

■インタビュイーのプロフィール

■インタビュアーのプロフィール

一般社団法人能代青年会議所
創立70周年実行委員長

氏　名：佐
さ

　藤
とう

　裕
ひろ

　之
ゆき

生年月日：1984年 １月21日（2015年入会）
2017年 ＬＯＭ 次世代育成委員会 委員長
2018年 ＬＯＭ 総務委員会 委員長
 東北地区協議会
 東北ゼミナール委員会 委員（最優秀賞ＭＶＰ）
2019年 ＬＯＭ 専務理事 
  第67回 東北青年フォーラム 主管専務理事
 ＬＯＭ 総務広報部会 部会長
2020年 東北地区協議会
 東北青年フォーラム運営委員会 副委員長
2021年 ＬＯＭ 副理事長
 創立70周年実行委員会 実行委員長

JCI Noshiro 
Vision_Plan 2021－2025
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佐藤　早速でありますが、能代青
年会議所「Ｖｉｓｉｏｎ_Ｐｌａｎ 
2021－2025」（以下V＆P）の策
定に際し、どのような考え意識で
以って臨んだのか教えてください。
今野　青年会議所は、皆さんご存知
の通り単年度制です。人事を含め、
組織の構成はその年度によって変わ
ります。勿論、事業についても、そ
の年々「なに」に重点を置くかで大
きく変わります。それなのに、なぜ
５年間という期間での中長期ビジョ
ンが必要なのか。策定を始める前
に、当時の会議体メンバーと話し合
いました。議論を深めていくと、た
とえ単年度制で毎年実行する内容が
変わろうとも、組織としての方向性
というものが定まっていなければ、
対外から組織を見た時、どのような
組織なのか分かりづらく、連携もし
づらいのではという考えに至りまし
た。そのため、まずは能代青年会議
所の進むべき「方向性を示そう」と
いう結論に達しました。
佐藤　お話の中で、青年会議所は「単
年度制を採用している組織である」
ということですが、単年度制とい
うシステムについてはどのようにお
考えでしょうか。また、単年度制で
あるがゆえに、今後５年にわたるビ
ジョン策定との線引きが非常に難し
いと感じられます。２つの棲み分け
について、どのようにお考えでしょ
うか。
今野　単年度制はとても良い制度で
す。毎年違う役職を経験することで
個々の成長につながりますし、40
歳までという年齢制限との相乗効果
もあって、組織の新陳代謝が進みま
す。各年度、理事長が示す所信と職
務担当分掌をもとに、委員会ごとに
事業を構築していく、とてもよく考
えられた仕組みであると思います。
そのため、V＆Pの策定にあたって
は、単年度制という仕組みを崩さな
いことに細心の注意を払いました。
今後５年間の理事長や委員長の考え
や行動を拘束するのではなく、所信
や事業を考えるときのヒントになる
ようなものにしたい。あくまでも能

代青年会議所の方向性を示す「羅針
盤を作り上げる」という意識で議論
を進めていきました。
佐藤　V＆Pでは「社会」「経済」「組
織」という３つのテーマを取り上げ
ています。この中で「組織」につい
て伺いたいと思います。今後の能代
青年会議所はどんな組織になってい
くとお考えですか。
今野　柔軟でオープンな組織になら
なければいけないと思います。価値
観や社会・経済状況の変化に伴い、
青年世代が会社や家庭で求められる
役割は変わってきていると思いま
す。その中で、青年会議所に使える
時間だけは今まで通りとはいきませ
ん。限られた時間の中で活動するう
えで、参加しやすい仕組みを作るこ
とや、負担を分担して軽減していく
ことは必要不可欠だと思います。た
だし、社会の変化に対応して組織の
形は柔軟に変えていくべきだと思い
ますが、青年会議所の使命である「青
年に成長の機会を提供する」という
ことは絶対に忘れてはいけないと思
います。限られた時間の中であっ
ても、最大限の成長の機会を提供
していかなければ、青年会議所に未
来はないと思います。成長のために
はある程度の負荷は必要ですので、
そこのバランスをとっていける組織
になっていければベストだと思いま
す。

佐藤　V＆Pの中に「多様な人材が
活躍するための組織改革」というも
のがありますね。お話しの中で出た
オープンな組織というフレーズと関
係がありますか。
今野　はい、関係があります。青年
会議所に入る人はこういう人だとい
う固定観念を捨てて、多様な人材を
受け入れていくことが必要だと思い
ます。コロナ禍の影響もあって時代
が大きく動いている中で、将来この
地域のリーダーとなる人材がどんな

人材なのか、どんなところから出て
くるのか、正直、予測がつかないと
ころがあります。人材を育て、輩出
していくことを使命とする青年会議
所は、いろいろなバッググラウンド
を持った人材を受け入れられる度量
の深い、オープンな体制を整えてい
くべきだと思います。
佐藤　人材を育てるというお話が出
ました。今回のV＆Pの策定過程で
は、若手会員の意見交換会を実施さ
れていますね。これはどんな意図を
もって企画されたのか教えていただ
けますでしょうか。
今野　若手会員の意見交換会は、理
事会での議論の中から出てきた企画
です。成田出向理事（当時）から、
V＆Pを実行していく５年間に在籍
している若手会員の意見を反映させ
るべきだという意見をいただきまし
た。意見交換会は非常に盛り上がっ
て、若手会員の結束が深まるという
副次的な効果もあったと思います。
意見をどこまでV＆Pの中で反映で
きたかというと正直あまり自信があ
りませんが、若手会員に地域と青年
会議所の未来について考える機会を
提供できたことは非常に良かったと
考えております。
佐藤　私も意見交換会をオブザーブ
していて、若手会員はこんなことを
考えているのだという新鮮な驚きが
たくさんありました。それでは最後
に、能代青年会議所の未来を担う若
手会員へのメッセージを頂戴できれ
ばと思います。
今野　私は今年を含めてあと５年間
は現役会員として活動していきます
ので、あまり偉そうにメッセージと
いうのはないのですが、これまでの
経験から言えることといえば、まず
はその年、その年に与えられた役割
に真剣に向き合って、ひたむきに取
り組んでいってほしいということで
す。誰かがその姿勢と成長を見てい
て、認めてくれて、次の役割が来る、
そうやってＪＣライフは進んでいき
ます。そして大きく成長した皆さん
が様々なフィールドで地域へ貢献し
てくれれば、きっと能代山本はより
良くなっていきます。青年会議所は
現役会員のものです。皆さんの時代
はもう来ています。一緒に頑張りま
しょう。

Vision_Plan策定にあたって
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私 たちが住む能代山本地域の

2020年２月末人口は、約

７万８千人と、2015年国勢調査の

約８万２千人から、５年間で約４

千人減少しています。将来人口も

2025年に約６万６千人と推計され、

今後も人口減少は加速する見込みで

す。 

　日本全体が人口減少の局面を迎え

る中で、地域の人口減少にすぐに歯

止めをかけることは極めて難しい状

況にあります。能代山本地域の各自

治体は、人口減少のスピードを緩や

かにする施策に取り組みながら、経

済規模の縮小や人手不足といった人

口減少の悪影響を最小限に留めるこ

とを目的とした方策を打ち出してい

ます。能代青年会議所においても、

人口減少社会に対応した持続可能な

地域づくりが求められているといえ

ます。

　まず経済面では、風力発電に代表

される次世代エネルギー関連の新産

業の創出や、既存産業への先端技術

の導入により競争力向上を図ること

で、現役世代が安心して働ける環境

をを整備することが、持続可能な地

域経済の確立に必要となります。ま

た、地域ブランドの確立・活用や、

伝統文化等の地域資源を活かした交

流人口の拡大も経済面での重要な施

策として位置付けられてきましたが、

新型コロナウイルスの影響の深刻化、

長期化が懸念されています。

　次に社会面では、人的・財政的な

理由から行政が全ての地域課題へ取

り組むことは不可能です。能代山本

地域では、能動的に地域課題の解決

に取り組む、未来を支える人材の育

成がこれまで以上に求められていま

す。また、人口減少社会においては、

女性や若者、高齢者を含む全世代が

活躍できる地域社会へ向けた環境整

備が、持続可能な地域づくりのため

に必要となります。

2 016年以降は、“地域のたか

らが切り拓く、故郷の可能性

の探求”という運動方針に基づいた、

地域資源へ着目した事業が多く実施

されました。

　バスケットボールをテーマにした

クリニックや大会、様々な地域資源

を実際に見聞きする体験型の青少年

育成事業が実施されました。地域ブ

ランドの活用を目指す地域の方向性

に合致した事業展開が行われている

と言えます。

　これまでの青少年育成事業活動の

対象者は、小学生が多くを占めてい

ます。地域のたからを紹介し、郷土

への愛情を育むきっかけを子供たち

へ提供できた反面、“故郷の可能性”

をよりリアリティを持って探求する

ことができるはずの、中高生世代と

のつながりは弱いままです。

　数年後に社会人となる中高生世代

はそう遠くない日に地域社会の中核

を担う存在となります。先端技術等

の新たな知識を吸収でき、次世代エ

ネルギーに関連する新産業へ関わる

可能性もある中高生世代へ、地域の

たからとその可能性について 学ぶ

機会を提供することは能代青年会議

所の責務と言えます。

地 域 資 源 を 活 用 し た 事 業 と

し て、65周 年 や 東 北 青 年

フォー ラムに関連して地域の魅力

を発信する事業「たからいち」を実

施しました。地域内外の幅広いネッ

トワークを活用した事業であり、参

加者の満足度は高いものでありまし

た。

　反面、県内において屋台やステー

ジを設けたイベントが多く開催され

るようになった中で、この種の魅力

発信事業は、地域社会へ残せるイン

パクトが弱まっている可能性があり

ます。

　地域へより良い変化をもたらすに

は、地域のたからや魅力を発信する

ことから一歩進み、組織の強みであ

る地域内外のネットワークを用いて

幅広い知見を集めながら、持続可能

な地域の未来についての議論を喚起

する運動を展開すべきです。

　65周年で掲げられたもう一つの

運動指針である「地域の伝統文化へ

地域の魅力発信事業
「たからいち」

地域資源に着目した
青少年育成事業の展開

Ｖ_Ｐ 2021－2025
地域の現状　
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の新たなる付加価値の模索」につい

ては、天空の不夜城の青少年育成事

業への活用を試みました。

　天空の不夜城は、60周年時に「能

代七夕による伝統文化の継承と発

展」というビジョンのもと、大型灯

篭の復活が提言されたことからス

タートした事業であります。関係各

位の多大な努力により、地域振興に

繋がる事業として市民の期待を寄せ

られる存在へと成長してきました。

65周年以降の５年間は、天空

の不夜城への能代青年会議

所の関与が「参画」ではなく「参加」

に留まっているとの指摘を受け、多

くの挑戦が行われてきました。青少

年育成事業への活用により、青少年

が伝統文化に接する機会を提供でき

たことは大きな成果と言えます。今

後も様々な手法を駆使しながら、先

輩諸賢が立ち上げから関わってきた

天空の不夜城を大いに活用する試み

を継続していくべきです。

　付加価値への模索としては他に、

65周年の事業として、地域の特産

食材を用いた新商品の開発による地

域ブランドの確立が試みられました

が、ブランドとして確立するには至

りませんでした。

　ブランドの確立には長い年月を要

するため、単年度制のＪＣが取り組

むには中長期的な戦略を持ったうえ

で、毎年思いを継承していく必要が

あります。

対 外的な運動から目を転じて、

2016年以降の組織内部の

歩みについて検証してみましょう。

まず特筆すべきなのは日本青年会議

所へのコミットメントが強まってい

る傾向が見ら れることです。

　秋田ブロック協議会会長の輩出や

東北青年フォーラムの主管は、メン

バーに大きな成長の機会をもたらし

てくれました。各種大会への参加者

も増加傾向にあり、多くのメンバー

が 様々な学びを持ち帰っています。

地区・ブロック協議会への出向や各

種大会の主管、参加を通じて、多種

多様な人材とプログラムを持つ日本

青年会議所を多いに活用することは、

学び舎としての能代青年会議所の魅

力を高めるために、今後も継続して

いくべきです。

Ｊ Ｃの全国的な課題である会

員減少については、未だ有

効な手立てを打つことが出来ず、期

首会員数が30名を切るという危機

的状況となっています。新型コロナ

ウイルス感染拡大の影響により、短

期的には苦しい局面が続く可能性が

ありますが、中長期的な視野に立っ

て会員拡大運動を展開していか な

ければなりません。

　青年世代が参加しやすい持続可能

な組織へと変化していかなければ人

材は集まりません。仕事や家庭との

バランス、負担軽減といった視点か

らの組織改革を進め、多様な人材が

集うことができる組織へと変わるべ

きです。

　成長意欲の高い会員の期待に応え

るため、会員へ成長の機会を提供で

きているか定期的に検証を行い、時

代に即した能力を開発していく必要

があります。

会員拡大と組織改革

天空の不夜城と
地域ブランドの模索

組織の変化
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この中長期計画は、能代青年会

議所がこれからの５年間、ど

んな方向性を持って地域をより良く

していくかを指し示す道標となるも

のです。けして、５年間の未知の可

能性を奪ったり、青年の意欲的な行

動を縛ったりするものではありませ

ん。常に社会は変化しています。中

長期計画にないことも明るい豊かな

社会のために必要であると考えれば、

積極果敢に挑戦していくべきです。

新型コロナウイルスが世界を大

混乱に陥れることを５年前の

私たちは想像できませんでした。こ

の先の５年の間にも誰も想定してい

なかった事態がまた訪れる可能性が

あります。どんな状況になったとし

ても、変化に柔軟に対応し、率先し

て革新を起こすのは私たち青年であ

り、青年にしかできないことがあり

ます。

５年後、地域経済の発展と持続

可能なまちづくりを牽引する

能代青年会議所を想像してみてくだ

さい。組織改革を成し遂げ、志高い

多様な人材が集う、能代青年会議所

を想像してみてください。能代青年

会議所が今以上に地域にとって必要

不可欠な存在となれるかは、全て私

たちの行動次第です。

Plan 

Strategic Plan 戦略プラン

地域のたからが切り拓く、故郷の可能性の探究

地域の伝統文化への新たなる付加価値の模索

65th Anniversary Policy

2021 2025

JCI 経済

組織

社会

Noshiro

結　び　に
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談Strategic Plan 戦略プラン

JCINoshiro × 社会　経済　組織

社会
持続可能な地域づくりの議論の喚起
未来を担う中高生への成長機会の提供
伝統文化と地域資源の戦略的活用

経済
地域間連携による地域経済の再起
先進技術や新産業への理解の深化
持続可能な地域経済モデルの研究と提言

組織
多様な人材が活躍するための組織改革
時代に即した能力開発の機会の提供
中長期的な視点に立った会員拡大運動
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　我々が住み暮らす地域は木材の荷役を中心として港が栄え、大規模な火力発電所の立地等に
より、それらに付随した産業から成り立ってきた歴史があります。また能代大火を引き起こし
た厄介者であった風が、近年では再生可能なエネルギーとして活用されており、商業運転とし
ては日本で初めての洋上風力発電事業も開始され、 地域資源を活かした次世代エネルギーの導
入が計画されております。
　再生可能エネルギーの利用と環境・資源リサイクルの構築による持続可能な開発目標SDGs
に対して地域の皆様と共に理解を深めるために、我々が住み暮らす地域の主たる産業である「木
材」「風力」 「農業」に焦点を当て、それに「政治」がどのように関わり、この地域をいかに持
続可能なものにしていくのか、それぞれの分野で知見のある方々をお招きしパネルディスカッ
ションを行います。
　そこで得られた様々なご意見をもとに、専門分野を超えた相乗効果を引き出し、持続可能な
社会の構築につなげます。

持続可能な地域に向けて 〜挑戦し続ける地域へ〜
組織強靭化委員会　2021年度　リモート講演型事業

一般社団法人 能代青年会議所70周年記念事業
（パネルディスカッション型講演事業）

持続可能な地域に向けて ～挑戦し続ける地域へ～

一般社団法人能代青年会議所　組織強靭化委員会

【木材】 【風力】 【農業】 【地域】
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　時代はＩＣＴ技術の発展により、我々の生活は利便性が良くなり大きく変化した一方で、能
代山本地域の人口は毎年減少を続け、地域経済は縮小傾向にあります。我々を取り巻く環境が
大きく変化している中でも、地域に対してポジティブな運動を展開し続けてきたのが能代青年
会議所であります。我々は能代山本地域が衰退に歯止めをかけ経済成長していく地域になるこ
とを目指すため、次代を担う世代に対しても地域と向き合う意義に気づいてもらい、自らが地
域経済に関わる重要さと責任感を広く伝えていく必要があります。
　能代青年会議所70周年記念事業をとおして、青少年が今後の地域を担い自身で役割と責任
感を抱いてもらうために、自らの考
えや感じていることを記念事業にて
発信する機会を提供することで、自
発的に考え行動することができる人
格の育成を図ります。
　次世代とともに能代山本地域につ
いて真剣に考え行動していくなかで、
互いに刺激を受け合い、地域社会が
どうあるべきかを考える機会となる
と同時に、自ら同世代へ地域の思い
を発信することにより、関心の輪が
広がり、我々と次代を担う世代の力
がより良い相乗効果を生み出し、能
代山本地域の明るい未来の発展につ
なげます。

次世代とともに明るい豊かな未来へ
次世代育成委員会　2021年５月～ 11月　通年型事業
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次の未来も、この街で。

私たちが生きる今は

誰かが夢みた未来

こどもたちが

笑顔でいられるように

夢を叶えられるように

愛するこの街を残したい

次の未来も、この街で。
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