
11月24日(火)商工会館大会議室において､ ｢平成21

年度臨時総会｣が開催されました｡

今回の臨時総会は､平成22年3月末日をもって青年部

役員の任期満了に伴う役員改選の際に､平成22年度事業
への円滑な引継ぎをする為に､次期部長及び三役の決定

をする目的で､開催されました｡

司会は､事業委員の阿部剛君です｡開会の言葉を望月

聡副部長､ ｢誓い唱和｣を金岡隆志監事が行ないました｡

部員は全員起立し､誓いの言葉を唱和しました｡

藤井信一部長の挨拶の後､議案審議に先立ち､議長の

選出が行なわれました｡会場から｢司会者一任!｣との

声が上がり､事業委員の斉藤拓也君が､議長に選出され

ました｡

第1号議案は､ ｢役員任期満了に伴う次期部長及び三

役の決定について｣です｡

秦野耕一選挙管理委員長による､部長選任までの説明

がありました｡ 8月の役員会にて次期部長の立候補を受

け付ける議案が可決され､立候補の受付期間内に､ 1名

の立候補の届出があったことを報告しました｡

その1名とは､副部長の笠間功治君です｡

笠間功治君は､副部長として藤井部長を支え青年部を

牽引し､また数年前には､青年部主張大会において並み

居る強豪を抑えて神奈川県大会を優勝｡神奈川県代表と

して関東大会に出場するなど､数々の素晴しい活躍をし

てきた優秀な部員です｡

そして､笠間功治君が提案する､次期の三役(部長､

副部長､会計)のメンバーは以下の通りです｡

部　長　笠間功治君(現副部長)

副部長　今　寿義君(現副部長)

副部長　村上隆至君(元研修委員長･元情報委員長)

会　計　笠間健一君(現研修委員長)

会　計　鈴木義忠君(現総務委員長)

議案は､部員の承認を持って､可決されました｡

これにより､来年4月からの平成22年度は笠間功治部

長体制に決定しました｡

議案も無事可決され､今寿義副部長の閉会の言葉をも

って､平成21年度臨時総会は閉会となりました｡

その後､同会場にて懇親会が催されました｡次期の部

長決定を祝い､乾杯をしました｡

藤井部長にお酌をする笠間次期部長



10月28日(水)､商工会館において研修事業｢パワー

アップセミナー　青年経済人としてさらなる成長を遂げ

よう!｣が行なわれました｡

今回､講師としてお招きしたのは､綾瀬市でもっとも

輝いている企業のひとつ､株式会社タズミの代表取締役

田墨幸一郎氏です｡

田墨社長は､私たち商工会青年部のOBでもあります｡

今回の研修セミナーに際して､真に勝手ながら､ OBに

対する親愛の意を込めて｢田墨先輩｣と呼ばせていただ

きました｡

今回の研修会の目的は､ ①商工会青年部員の企業人と

しての成長･発展､ ②青年部員として更なる地域貢献を

目指す､です｡

講義の中で語られた､田墨先輩が商工会青年部で学ん

だ事は､ ｢『親の手伝い』と『自分の仕事』の違い｣ ｢本

当の意味でのリーダーシップとは｣ ｢営利だけではない

事業の目的を持つ意味｣ ｢事業をさせてもらっている地

域へのお礼と感謝の気持ち｣等々､様々でした｡

この様な事柄を自ら青年部活動に参加する中で学びと

り､自分の事業にフィードバックして企業を成長させて

きたと言う事実は､何にも勝る説得力となり参加者に強

く伝わったのではないでしょうか｡

最後に参加者全員で記念撮影

その証拠に､講義の後の質疑応答のコーナーでは参加

者から多くの質問が挙がりました｡それだけ田墨先輩か

ら学びたい事が多い､ということなのでしょう｡

今回の研修には､入部を検討されている方､一般社団

法人綾瀬青年会議所さん､吉岡工業会期友会さんがご参

加くださいました｡

田墨先輩､ご参加いただいた皆さん､本当にありがと

うございました｡
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10月25日(日)､綾瀬市役所南側広場において､第5

回あやせ商工フェア～うまさ発見･楽しさ発見～が開催

されました｡

綾瀬市商工会が主催となり､楽しいイベントと商工会

員の宣伝やPRを幅広く行なって､綾瀬市民や近隣の

方々に､綾瀬の魅力をもっと知ってもらおうと､毎年催　′-

しているフェアです｡

当日は､あいにくの雨模様で､寒い中での開会となり

ました｡青年部は､ステージの設置と撤去､そしてステ
ージイベントのお手伝いと､模擬店ブースを出しました｡

ブースは､例年通りポップコーンです｡今回は､ガーリ

ック､醤油バター､カレー､コーンポタージュ､そして

キャラメル味と塩味から選べる､レパートリーの多いポ

ップコーンとなりました｡

雨天の為､ステージイベントは残念ながらいくつかが

中止となってしまいましたが､午後からは雨も上がり､

お客さんも徐々に増えて大盛況でした｡最初は心配され

ていた今年のあやせ商工フェアも､無事終わることがで

きました｡

ご来場いただいた皆様､ありがとうございました｡
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※研修事業､商工フェアなどの詳しい様子は､ ｢青年部

ブログ｣に載っております｡パソコン､携帯電話より

ご覧いただけますので､ぜひご覧下さい｡



11月9日(月)､ミネボウルにて『綾瀬青年三団体交

流会』が開催されました｡

青年三団体とは､一般社団法人　綾瀬青年会議所さん

(以下J C)､さがみ農協綾瀬市青壮年部さん(以下J A)､

そして綾瀬市商工会青年部です｡

司会を務めるのは､今回の担当幹事団体の青年部より､

野中真一部員増強委員長です｡今回は､上手下手の関係

なくボウリングを楽しもうと､ハンディキャップ制度が

設けられました｡また､平均スコアによる団体戦も行な

われました｡

各レーン､ストライクが出る度に､所属団体に関係な

く全員でハイタッチをして大騒ぎ!参加者全員がボウリ

ング2ゲームを全力で楽しみました｡

ボウリングの後は､会場を移して懇親会です｡そこで､

気になる成績発表です｡優勝者は､我が青年部の大久保

景正君!ただし､ハンディキャップがつくので､スコア

は大したこと無かったそうです｡最高得点を出したのは､

一＼我が青年部の藤井信一部長｡ 1ゲーム目172+2ゲー

ム目188-360という好成績でした｡

団体戦の成績は､ 1位青年部､ 2億JCさん､ 3位J

Aさんとなりました｡笑いの絶えない楽しい交流会で､

これからの綾瀬を担う3団体の青年たちの結束がより強

くなったと感じられました｡
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11月28日(土)熱海の渚館にて､青年部の慰労会が行

なわれました｡慰労会は､臨時総会にて新三役が決定し

たことを受け､部長をはじめとする現体制の2年間の労

をねぎらう為と､次期三役の決定のお祝い､そして忘年

会もかねて､ 2年に1回だけ行なわれる事業です｡

昨今の事情から､昔はどなかなか一緒にお酒を飲むこ

とも少なくなった部員たちにとって､この日は､とても

良いコミュニケーションをとる機会になったようで､大

いに盛り上がり､楽しい一時を過ごしました｡

11月11日(水) ～12日(木)､富山県にて｢第12回商

工会青年部全国大会｣が開催されました｡

大会のスローガンは｢青年部生誕の地へ　いざ集わ

ん! ～一期一会～｣｡青年部は50年前に富山県入善町

を生誕の地として産声を上げました｡まさに原点への回

帰としての大会になりました｡

綾瀬からは藤井部長をはじめ､ 6名の出席となりまし

た｡全国の部員たちが一堂に会し､交流を深めて熱い思

いを確認しあう､意義深い二日間でした｡
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12月5日(土)､綾瀬市役所南側広場で行われた｢2009

綾瀬イルミネーション点灯式｣のお手伝いをしてきまし

た｡青年部では事前にイルミネーション設営のお手伝い

もしていたのですが､点灯式の当日はあいにくの雨｡気

温も低く､かじかむ手の中でのお手伝いでした｡

ちびっ子たちの手によって､のスイッチ･オン!

｢2009綾瀬イルミネーション｣は､ 1月10日(日)､

22 : 00まで点灯を行っています｡点灯時間は毎日17 : 00

-22 : 00です｡

まだご覧になっていない方は是非､綾瀬の新しい冬の

風物詩を､お楽しみください｡



㊤青年部Q&A
素朴な疑問に

お答えします

:青年部に入会してよかったことインタビュー　:

:　平成20年10月入部高橋大輔君の場合　　王

:　※高橋君の文体をそのまま掲載しています｡  ≡

! Qlまずは最近､彼女と入籍したそうですが新婚生‡

‡活はどうですか?　　　　　　‡
I Al新婚生活わあまり変わらないですね､結婚した:
l

‡　実感がまだないんです｡来年3月に赤ちゃんが:

;　生まれるんで､その時実感すると乱､ます｡ ≡
l Q2現役最年少の25歳ですが他の部員にどんな印l
l　　　‥~~~ー~-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

E　象を持っていますか?　　　　　　…
l A2僕の1つ上に2人いるんで最年少ってゆうのわl

;　特に気にならないですけど､マイペースなので;

:　周｡に迷惑掛けまく｡で-みんな元気で楽しそ王

:　ぅな人が多いなって印象です｡　　　..

i Q3どんなきっかけで青年部を知｡ましたか? ≡

: A3きっかけわ事業委員会の斉藤拓也さんの紹介で王

:　すね｡仕事先の工務店さんの現場監督で商=会;

‡　青年部の話をちょくちょく聞いて入りました｡ :

: Q4入ってみて最初の感想は?　　　　!

: A4最初の感想わよく飲みに行く集団だなと｡それ1.

:　が楽しいから行っていましたね｡ (笑)でも事業王

!　をやるごとに熱い気持ちが伝わってきました! :

ミQ5ぶっちやけ入部して良かったことを教えてくだ‡
I.　さい!　　　　　　　　　　ミ

I A5仕事の相談を出来て､同じ立場の人達机lる事E
I

f　　　でみんな同じ悩みがあるんだなとか絶対に会社I
L    I I ‥､~ -                  I

;二:--二二∵_三二二一;
:　すにれからも飲みに行くのも好きなのでほど‡

:　ほどには誘ってください!cEろしくお願いしまミ

ミ　す(笑)　　　　　　　　　l

:さいごに- ･20歳から40歳までの方で､ !

‡商工会加入の事業所の方なら､男女は問いません｡ ≡

:もうすぐ40歳の方でも大丈夫です｡　　　:

:是非､仲間になって､一緒に活動していきましょう! :

:　　　　　　　　　部員増強委員会!
L._______.____.___________-_._I--J

■青年部ブログ(ホームページ)の見方

パソコンならhttp://u-40.seesaa.net/もしくは､どの

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

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｡

プルタブを集めて､地域社会に貢献しませんか?

綾瀬市商工会青年部｢福祉事業｣ご協力のお願い

青年部では｢福祉事業｣と題して､プルタブを収集･

換金し､地域社会福祉に貢献する活動を行っております｡

お子さまからお年寄りまで誰もが参加でき､一人一人の

小さな協力の積み重ねによって大きな成果が得られます｡

●資源のリサイクルとして

●社会福祉として

●地域社会の自主的な社会貢献･

ボランティア意識向上のお手伝い

として

普段意識しないで捨てていた空き缶でも､少しの心が

けで社会に役立つお手伝いができます｡人と地球にやさ

しい誰もが出来る小さなボランティアに､ご協力お願い

いたします｡

■受　　付　平日9:00-17:00

■場　　所　綾瀬市商工会館

■対　象　青年部員及び商工会員　等

雷収集方法　プルタブを綾瀬市商工会館にご持参下さい

お預かりしたプルタブは青年部が大切に保管･管理

し､換金後､車椅子を購入して市社会福祉協議会-寄贈

させていただきます｡

詳しくは青年部担当　高橋までお問合せください｡

1月16日(土)　賀詞交歓会

2月13日(土)～14日(月)先進地視察研修

3月　　　　　　レセプション

･----　編　集　後　記　--･--

臨時総会にて笠間功治君が次期部長に決定しました｡

その記事を一面に編集をしていて思ったことがひとつ｡

笠間功治君のお父様は､かつて同じく青年部長だった

笠間茂治県議会議員なのは､皆さんご存知のことと思い

ます｡笠間県議から､激励やご祝辞などで当部に対しお

言葉を頂く時は､常に｢『商工会青年部』という『金看

板』を背負っているのだから､その事をしっかり自覚し

て､自分の事業や青年部活動に連進して欲しい｣と仰っ

て頂いております｡

年頭にこの号が出るにあたり､私たち一人ひとりが､

青年部員として､また､いち商工会員として綾瀬市商工

会の名に恥じない活動を､と心新たに頑張る一年にした

いと思いました｡

あけましておめでとうございます｡

本年も綾瀬市商工会青年部をよろしくお願いします｡


