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5月31日(冒)､オークラフロンティアホテル海老名に

に贈られる｢部員表彰｣では､ 2名の部員が表彰されま

て､平成21年度･綾瀬市商工会青年部第43回通常総会が

した｡昨年度の主張大会で､関東大会出場という好成績
を修めた､大久保貴正君｡夜間に事業を営むため青年部
‑の参加が難しいのにも関わらず､委員会を問わずに青

開催されました｡
藤井信一部長体制も2年目を迎えます｡いつもよりビ

シ了と引き緬まった雰囲気の中､総会は開会を適えまL:

年部活動に幅広く協力する姿勢が部員の手本となった､

た｡

工藤真樹君です｡

そして｢卒業生‑の感謝状贈呈｣では､当青
年部部長や県青連理事を歴任した鈴木敦君が､
卒業生を代表して感謝状を受け取り､その後の
スピーチでは青年部に対する思いを､涙ながら
に熱く語りました｡

また､斉藤敬訓綾瀬市商工会長をはじめ､ご
来賓の方々にご祝辞を賜りました｡やはり不景
気に対する話題が多くを占めましたが､その中
でも私たち青年部貝の若さ溢れるパワーで､綾
瀬市を盛り上げていって欲しい､というエール
を沢山頂きました｡

総会終了後は､懇親会が行われました｡部員
同士､また､来賓の方々とも和気あいあいとし

た楽しい雰囲気の中､親睦を深めることが出来
ました｡

本年度も綾瀬市商工会青年部は､全力で各事
まずは議事に先立ち､物故者追悼として､歴代部長で
お亡くなりになった善波元部長､近津元部長､細谷元部
長を偲んで､黙轟が捧げられました｡
続いて｢誓い唱和｣です｡秦野相談役による商工会青
年部宣言の後は､全部員による商工会青年部｢誓いの言
葉｣を唱和しました｡青年部月の誓いを唱和することで､
私たちが青年部員としての目的や意義を､改めて認識す

業を企画･運営し､綾瀬市のさらなる活性化に向けて一
生懸命がんばります｡

本年度も､綾瀬市商工会青年部をよろしくお願いいた
します｡

るのです｡

藤井信一部長の挨拶の後､さっそく議案審議に入りま
した｡今回､司会は村上知史君が務め､議長には宮津良
君が選出されました｡
1号議案では､各委員長より昨年度の事業及び収支決
算報告､貸借対照表の報告が行なわれ､監事より監査報
告を受けました｡ 2号議案では平成21年度の青年部の活
動方針､事業計画書や予算書の案が議題となりました｡
質疑応答の後､ 1号議案･ 2号議案共に承認され､議案
審議は滞りなく終了しました｡

昨年度において､部に大きく貢献する活躍をした部員

部員たちに胴上げされる卒業生の鈴木敦君

模擬店では､今回初挑戦の､ハッシュドポテトとチキ
ンナゲットを出品しました｡味もおいしくて大好評で､

どんどん売れて生産が追いつきませんでした｡青年部定
4月5日(日)､城山公園で｢第32回
年部

綾瀬市商工会青

城山桜まつり｣が開催されました｡

番のポップコーンは相変わらずの大人気で､できたら売
るできたら売るの大繁盛で常に行列ができていました○

最高のお祭り日和となりました｡藤井部長の開会の挨拶

舞台では､勢いのあるバンド演奏､かわいらしいフラ
ダンス､お磯子や､会場を巻き込んでの踊りが賑やかに

で､今年の桜まつりは始まりました｡

お祭りを盛り上げました｡

満開の桜の下､ 3日前まで心配されていた雨もなく､

花見日和の晴れた日に､これほどまでに盛大に､そし
て無事に祭りを行なうことが出来ました○
ご来場いただいた皆さん､ありがとうございました!

4月26日(日)､城山公園にて｢綾瀬緑化フェア｣が開

催され､私たち綾瀬市商工会青年蔀も協力団体として療
擬店を出店しました｡
とても天気のいい一日で､各種市内団体の模擬店や展
示ブース､ステージイベントなどで大盛り上がりでした｡

ちびっこたちが楽しみにしている｢それいけ!アンパ
ンマンショー｣が始まりました｡

例年は､戦隊ヒーローショーでしたが､今年は男の子

私たち青年部はポップコーンの模擬店で､フェアに協力
しました｡相変わらずの大盛況で､とくにキャラメルポ
ップコーンは行列が出来るほどの大人気!もう一機キャ
ラメル用が必要じゃないの?と思うぐらいの売れ行きで
した｡

も女の子も楽しめるアンパンマンショーにしましたo

すると今までに無いくらいの沢山のお客さん! 1日3
回のショーはすべて満員､大盛り上がりでした｡ショー
が終わったら､アンパンマンたちと握手会です｡子ども

たちは大行列を作り､憧れのアンパンマンとの握手に大
興奮です｡

｢フワフワ｣も毎年相変わらずの大人気です｡今年も
来場した子どもたちに､無料で風船を配りました｡フリ
ーマーケットではなんと40ブース以上が出店し､大盛況
でした｡数年前から始まったフリマは､もはや桜まつり
の新しい顔になりましたね｡

売り上げの一部はフェアに寄付し､綾瀬の緑化に協力
しました｡

6月18日(木)､商工会館において､献血運動が行われ

ました｡綾瀬市商工会青年部では､毎年献血運動を行っ
ています｡

今年は､青年部員､商工会事務局の他に､商工会員の
方などにお越し頂き､受付数31名の内､採血可能と判断
された27名が400mlの献血に協力しました○

お越しいただいた方々､ご協力本当にありがとうござ
いました｡

青年部員たちへ
第17代青年部部長

鈴木

敦

長いようで短かった16年間(だと思う)の青年部活動｡
振り返れば色々ありました｡
嬉しい事､悲しい事､怒った事､達成感､虚無感､意
気軒昂､意気消沈e t c･‑

しかし､そこには何時も仲間がいました｡

5月9日(火)､商工会館大会議室にて裁判貞制度の研
修が行われました｡
青年部に関わりのある方は､ ｢おや?｣と思われるか
も知れません｡この研修､実は以前にも行われています｡
前回は2006年の11月｡今回の研修では今年の5月21日よ
り本格的に始まった裁判員制度について､ ｢復習｣をす
る形になります｡

小説家の城山三郎氏は､ ｢背伸びをして視野を広げて
いるうち､背が伸びてしまうこともあり得る｡それが人

定刻となり研修開始です｡司会者は遁所君｡藤井部長
と笠間研修委員長との挨拶の後､横浜地方検察庁よりお
招きした､大石高人検察広報官､久原健吾検察広報官付

生の面白さである｡｣と記しています｡

による講義が始まります｡

皆さんは､青年部活動を通じて､様々な事にチャレン
ジし､多くを学ぶ事ができます｡それが‑経済人と̲LL
の血肉となり､成長を遂げられる筈です｡

青年部活動では成功､失敗､様々な経験をする事でし
ょう｡チャレンジし､物事を進めて行く中で､多くの事

柄は仲間が居なければ成し得ないし､達成できないと気
付きます｡
そして､あっと言う間に40歳｡

その時には､きっと多くの仲間がいます｡

これからの皆さんのご活躍を祈念致します｡
講義を受けるにつれ､裁判員制度に対して色々と間違
追伸:青年部活動で成し遂げる事ができなかった‑‑
6人目の子供､子宝No.1日

って認識していたことが多いことに気付き､驚きました｡

例えば､裁判員の候補者に選ばれたら｢身内を含めて誰
にも教えてはいけない｣と思っていたのですが､実際に
は裁判に立ち会った時に知った情報の一部分だけに守秘

(＼

毎年､全国の各青年部からの代表者が､ 10分間の主張

の内容で､その青年部に対する思いの強さを競い合う､

｢商工会青年部･主張大会｣｡

今年､我が綾瀬市商工会青年部からは､部貞増強委員
長､野中真一君が代表選手として出場します日
主張大会とは｢青年部活動に参加して｣ ｢青年部活動
と地域振興･まちづくり｣のどちらかのテーマを選択し
そのテーマに沿って10分間のスピーチを行ないます｡
6月22日(月)に､綾瀬､座間､寒川､愛甲の4単会

から代表2名を選出する｢県央ブロック予選会｣が行な
われました｡

※この原稿を書いている時点ではまだ予選会前なので
す｡予選会の様子は､青年部ブログに掲載予定です｡

義務があり､候補として通知が来たことなどは､積極的
に会社の上司等に相談して周囲の理解を得ることが大切
なのだそうです｡ ｢職場はおろか家族にすら話してはい
けない｣と言う噂は｢一部分｣についての情報が独り歩
きしていたのですね｡

また､対象となる裁判の内の7割は､ 2‑3日の短期

で終わる事が多いそうです｡これも1ケ月くらいかかる
ものだと思っていました｡ ｢選ばれたら仕事はどうする
の?｣なんて疑問はどこかに行ってしまいました｡もち

ろん2‑3日でも仕事に穴を空けるのは大変な事です
が､正しい知識を身に付けたことで､裁判員制度の敷居
が少し低くなった気がします｡
続いて裁判員制度について分かりやすく再現されたド
ラマ形式のDVDを観質します｡主演の裁判員役に西村
雅彦さん｡そして裁判官役には歌手で俳優の中村雅俊さ
ん｡豪華なキャスティングです｡裁判員に選ばれた人が
実際にどの様に立ち回るのか｡観賞する事で更に理解が
深まった気がします｡

予選会で1位か2位になれば､神奈川県大会です｡
そして県大会で優勝すれば関東大会｡関東で優勝すれば
全国大会です｡

目指せ!初の全国大会出場! !頑張れ野中君日

最後に講師と受講者の間で質疑応答です｡一般的な疑
問､経営者の立場からの疑問など､予定時刻を若干オー
バーしても､数多くの質問が挙がりました｡最後に笠間
副部長が閉会の挨拶をし､研修はお開きとなりました｡

素朴な疑問に
お答えします
: Ql ｢青年部ってどんな人たち机､るの?｣

:

l A 1 ｢商工会に加入している事業所の若手経営者やl

;芸警霊宝諾要覧貴君業発展や社会勉i
i Q2 ｢あまり時間が無いのですが･どんな活動をし:
lているの?｣

l

: A2芸賢さ､諾意完孟宗ぎ霊獣…
I
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:.3完投J6いいことありますか?｣

:

7月16日(木) 主張大会県大会･研修会
8月22日(土) 第34回綾瀬市商工会青年部花火大会

I A3 ｢いいこと100%あります!(〈〈)!たとえばl

9月17日(木)

‡ ①同世代で､いろんな業種の人達と出会え､人:

9月

l脈が広がります!

‑
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家族親睦会
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関東ブロック主張大会

̲I‑::I三∴:=i

:. (禁若などガス抜きの場所にしても面:

編

集

後

記

‑‑･‑‑

藤井信一体制も2年目､各委員長も2年目の年となり
ました｡若干慣れてきて余裕の出てきた2年目というの
は､部として飛躍の年であり､ 1年目に貯めた｢野望｣

:

…
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を実現する年でもあります｡この情報委員会が作成する
｢あぶろ〜ち｣にも､部員増強委員会が｢青年部Q&A｣
のコーナーを持つようになり､青年部らしい新しい変化

警志部活動みた｡な感｡ですかね｡‑‑)) ≡

が現れてきました｡これからも更に親しみを持って読ん

: :一二:‑̲=TI‑∴三三∴∴‑‑:

でいただけるように分りやすく､頑張りたいと思います｡

:

■青年部ブログ(ホームページ)の見方

l Lたいとか､沢山話し合った答えを実行出来l
ます｡｣

:

よろしくお願いします｡

:さいごに･ ‑20歳から40歳までの方で､ !

パソコンならhttp://u‑40,seesaa.net/もしくは､どの

:警諾b<Dh諾雲漂票設て賢は問いません○ :

検索エンジンでも｢綾瀬市商工会青年部ブログ｣と入れれ
ばOK｡携帯から見る場合は同じくアドレスを入力する

l

:

是非､仲間になって､一緒に活動していきましょう! l
部員増強委員会害

』̲̲..̲.̲.̲.̲̲̲̲̲̲̲̲.̲.̲.̲.̲.̲.̲.̲̲.̲̲̲̲.̲.̲.̲｣

か､ ｢あぶろ‑ち｣表題にあるQRコードを読込んでアク
セスして下さい｡

