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入善町商工会青年部結成60周年記念式典・祝賀会
（令和元年11月23日）

入善高等学校書道部作成のスローガン

対象事業者
受付締切【2次締切】令和2年6月5日（金）・【3次締切】令和2年10月2日（金）・【4次締切】令和3年2月5日（金）

常時使用する従業員数が次の事業者
商業・サービス業……………………… 5人以下
製造業その他 ………………………… 20人以下

補 助 率 等 補助対象経費の2/3　上限50万円

補助対象事業 販促用チラシの作成配布・商品パッケージの改良、HPの作成・リニューアル、店舗改装、
商談会・展示会への出展、ネット販売システムの構築、新商品の開発等

補助対象経費 ①機械装置等費　②広報費　③展示会等出展費　④旅費　⑤開発費　⑥資料購入費
⑦雑役務費　⑧借料　⑨専門家謝金　⑩専門家旅費　⑪車両購入費　⑫設備処分費
⑬委託費　⑭外注費　

小規模事業者持続化補助金 公募
受付中!
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令和元年度事業報告
  4月21日（日）街かどコスプレイヤー＆痛車コレクションin入善
  4月24日（水）平成31年度通常総会
  5月  7日（火）ボウリング大会
  5月30日（木）とうがらしの定植作業
  6月  4日（火）全国統一事業「絆　感謝運動」、新入部員歓迎会
  6月26日（水）呉東ブロック商工会青年部主張発表大会
  7月  5日（金）JAみな穂　綱引き大会
  8月  2日（金）入善ふるさと七夕まつり
      ～4日（日）「マツザワ　エックス　ゲームス」
  8月29日（木）とうがらしの収穫作業
  9月  8日（日）商工会青年部新川ブロック交流会　フットサル:優勝
  9月17日（火）第75回愛の献血
  9月28日（土）商工会青年部結成60周年記念第16回入善町商工会長杯ゴルフ大会
  9月29日（日）商工会青年部対抗ソフトボール大会
10月19日（土）にゅうぜん商工フェア～まつりんぴっく2019～
10月26日（土）にゅうぜんハロウィンパーリィ、親子でランタン作り
10月29日（火）商工会青年部対抗ゴルフ大会
11月  2日（土）ハートフル・フェスティバル2019（入善町社会福祉協議会）
11月15日（金）青年部結成60周年記念講演会　講師　杉山　愛 氏
11月19日（木）役場庁舎建替えに係るふれあいトークにゅうぜん
11月23日（土）青年部結成60周年記念式典・祝賀会
12月  2日（月）忘年会　MVP／岩場文野　　新人賞／紺田太一
12月  4日（水）商工会青年部全国大会
      ～5日（木）
  1月  9日（木）新年懇談会
  1月29日（水）新川ブロック商工会青年部　事業承継セミナー
  2月14日（金）富山県商工会青年部連合会・宮城県商工会青年部連合会　交流研修会
    ～15日（土）
  2月22日（土）第20回入善ラーメンまつり
    ～23日（日）
  2月25日（火）同友会との交流事業　同友会男の料理教室　
  3月10日（火）県青連資質向上研修　講師　小澤直輝 氏

▲とうがらしの定植作業

▲絆　感謝運動 ▲入善ラーメンまつり ▲男の料理教室
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入善ふるさと七夕まつり
「マツザワ　エックス　ゲームス」「マツザワ　エックス　ゲームス」

実行委員長　松　澤　宏　武

　令和になり初めてとなった七夕まつりは、子供達に楽しん
でもらえる事をやりたいと思い、3つのアトラクションを設
けマツザワエックスゲームスとして、ナイトプール、お化け
屋敷、スラックラインをやりました。
　ナイトプールではインスタ映えになるように夜に輝くイル
ミネーション、変わった浮き輪を準備し子供達が楽しんでい
る様子を親御さん達が写真を撮ったりして大好評でした。
　夏と言えばお化け屋敷！お化け屋敷は暑さも忘れるような
水をたっぷり使ったドッキリで怖い仕掛け、空間を狭く圧迫
感を出し、子供達からは悲鳴が飛び交いました。
　スラックラインは端と端にロープを張り、不安定な揺れる
ロープを上手に渡れるか子供達が真剣な表情で取り組んでい
ました。大人の方も結構興味があり、親御さんの方が楽しん
でおられるぐらい好評でした。

　令和初めての七
夕まつりは大好評
で終える事が出来ました。これも七夕班長、部長、青年部の皆
さん、関係者の皆さんのおかげです。七夕まつりの委員長を任
された時は不安で仕方なかったのですが、終えた今は委員長を
やってよかったと思っています。この経験を機にこれからの商
工会活動、また仕事に活かせていければいいと思っています。
皆さん本当にありがとうございました。

8/2（金）〜4（日）
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にゅうぜんハロウィンパーリィ
「食べても食べても食べきれないお菓子の山と、　「食べても食べても食べきれないお菓子の山と、　
　　　　　　遊んでも遊びきれないオモチャの山」　　　　　　遊んでも遊びきれないオモチャの山」

実行委員長　佐　藤　北　斗

　去る10月26日（土）、秋を彩る毎年恒例の一大イベント、
にゅうぜんファミリーハロウィンパーリィーを開催いたし
ました。2019年は入善町商工会青年部結成60周年の節目の
年でした。また、イベントの多い入善にあって、このハロ
ウィンパーリィーは比較的新しく、毎年試行錯誤をしなが
らアップデートを続けているイベントです。そんな大切な
イベントの実行委員長という重責を、自分に全うできるの
か？という不安も多少ありましたが、忙しい中時間を割い
て協力して頂いた実行委員会のメンバーや青年部員、地元

商店街の皆様、そしてもちろん、綺麗な仮装を準備してご参加下さった参加者の皆様の多大なご協力のお
かげで、無事に楽しいイベントを作り上げることが出来まし
た。この場をお借りして、実行委員会一同より御礼を申し上
げます。
　さて、今回のハロウィンは、「食べても食べても食べきれ
ないお菓子の山と、遊んでも遊びきれないオモチャの山」を
テーマに企画致しました。私を含め、誰しもが子供の頃に一
度は抱いた事があるであろう「夢」です。そんな夢が、「叶

う特別な日が昔あった
なぁ。」と、参加した子供達が大人になっても懐かしんでくれるよ
うな、特別な3時間を作りたい。その熱い思いで、青年部一同で精一
杯の準備をしました。
　イベント当日は、流行を捉えたもの、凝った手作りのもの、独創
的なものなど、様々な素晴らしい仮装を楽しむ親子の姿がたくさん
見られました。また、うず高く積まれたお菓子の山も、美味しい高
級品から順にみるみる低くなっていきました（笑）。

　お菓子やオモチャで子供を喜ばせようというの
は、あまりにも単純な企画かもしれません。しか
し、この町で育ってゆく子供達の心の中に「楽
しかった」と思える思い出を1つでも多く残して
いく事、また、健やかな子供の成長を願う親御さ
んの思いに、微力ながらも協力していくという事
は、地域で住み暮らす我々大人の責務であり、こ
のイベントの意義であると思います。当日、会場
を楽しそうに走り回る子供達を見るにつれ、その
責務を少しは果たせたのではないかと感じ、準備
の疲れも吹っ飛んだ様な気がしました。

10/26（土）
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「誇」～受け継がれし熱き魂～
　このスローガンで始まった「入善町商工会青年部結成 60 周年記念事業」
は関係各位の皆様、諸先輩方のご支援とご協力、部員一丸となった尽力
のもと、滞りなく全ての事業を終えることができました。当日は不行き届
きの点が多々ありましたこと、ご容赦をお願いいたしますとともに、改め
まして皆さまに厚く御礼申し上げます。そして、記念すべき節目の時を皆
さまとともに過ごせましたこと、本当に嬉しく思っております。

結成６０周年記念事業の持つ意味
　この事業を企画するにあたり、この事業の持つ意味とは「入善町商工会青年部の歴史を振り返り、活動の
原点に立ち戻り、活動の意義を再確認し、部員の志気や活動に対する意識を高める節目であり、また、お世
話になっている来賓の皆さまや、歴史を作り上げてきた諸先輩方に感謝を伝え交流することで、今後の活動

の発展に大きな力となる」本当に大きな意味
を持つ大切なものでした。その意味の大きさ
に比例するように、企画を進めていけば進め
ていくほど、考えの及んでいない不足のこと
が多く、その度々にご助言やご助力を頂き、
最後は何とか結成６０周年記念事業としての
体を成すものに昇華できたと思っております。

３本の柱として行った事業
　記念事業では３本の柱として、板倉雄太記念式典委員長のもと記念講演・記
念式典を行い、岩場文野記念祝賀会委員長のもと記念祝賀会を行い、魚津善明
記念誌委員長のもと記念誌を発刊しました。各事業を委員長が先頭に立って指
揮を執ってくれたことは、本当に頼もしく心強く、入善町商工会青年部の誇と
魂が次世代へと脈々と力強く受け継がれていることを感じました。

感謝と誇りを忘れず次の 10 年へ
　社会の変化は目まぐるしく、情報が飛び交うこの時代にあって、我々が次
の 10 年に向けて、さらに飛躍していくためには、入善町商工会青年部を築き
上げてきた先輩方の活動に誇りを持ち、地域の人と人、世代と世代のつながり
を育む地域振興事業を継続的に積極的に行っていくことに他ならないと考え
ます。ご支援、ご協力いただくすべて皆さまへの感謝を忘れず、力いっぱいチャ
レンジしていきますので、今後とも更なる叱咤激励、ご指導ご鞭撻をいただき
ますよう何卒よろしくお願いいたします。

記念式典

祝賀会余興感謝状贈呈

記念祝賀会集合写真
記念誌

11/23（土）青年部結成60周年記念事業を終えて青年部結成60周年記念事業を終えて
結成60周年記念事業実行委員長　佐　田　　　洋

杉山 愛氏による講演会
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　第20回目入善ラーメンまつり実行委員長の中村智
也です。昨年のラーメンまつりにて部長の古川さん
から実行委員長の指名を受けました。今年は『冬遊
ぼう　入善ラーメンまつり』が節目となる第20回目
と言う事で光栄に思いながらも、それ以上に大きな
プレッシャーを即座に感じた事を覚えています。今
回も入善町、みな穂農業協同組合、みな穂青壮年部
や北日本新聞社そしてチューリップテレビのご協力
の他、沢山の協賛金を頂戴する事が出来ました。

　今年は異例づくしで当日の雨や強風に加え新型コロナウィルス
などの影響で開催が危ぶまれました。そのたびに青年部の先輩方
や商工会の役員にアドバイスや対処方法について相談、協力して
もらい、そのご支援も有りラーメンまつりが2日間にわたり大きな
事故もなく開催出来た事をまず嬉しく思います。
　今年度に入り、まずは各班長集めから始まりました。思うように
進まない中、若い青年部員の皆さんが快く引き受けてくれて、なん

とか7月には各班長が決まりラーメンまつりの構想を模索し始めました。自身が委員長を務める事と節目
の年という事で新しい取り組みにチャレンジしたい思いがありました。会議を進める中で、ラーメン・ス
イーツにプラスして、第三の食べ物としてパンまつりの開催。そして昨年の２日目に開催し好評だったア
イドルイベントを拡大して、今年は２日間に渡ってトラックステー
ジを使用したアイドルフェスティバルを開催することに決まりまし
た。商工会青年部としては『ラーメン・スイーツ・パン・アイドル

と老若男女、色々と楽しめる
イベントにしたい』と目標を
もって本番当日まで各班は活
動する事が出来ました。
　イベント当日には悪条件の中、非常にたくさんの来場者が会場
に足を運んでくださいました。初日に会場で多くの人々の笑顔を
見る事ができて安心しました。又、来場者の方が青年部員に『お
疲れ様・楽しかった』と声かけてくれました。時間が進むにつれ
ラーメンまつりの実行委員としてこのイベントに関わる事が出来
て良かったと実感しました。
　今後もこの入善町の一大イベントの一つとして満足する事なく
発展していくイベントになっていけばいいと思いますので、今後
も実行委員長を務める方には、新しい事にチャレンジしてほしい
です。最後にラーメンまつり開催にあたり非常に多くのご理解と
ご協力をいただき感謝します。

2020  冬遊ぼう

実行委員長　中　村　智　也

第20回　入善ラーメンまつり第20回　入善ラーメンまつり
2/22（土）・23（日）
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　こんにちは。私は入善町で農業を営んでいる、蒼ファーム株式会社　田中智春です。
　私は７年間在籍しました、商工会青年部の活動と農業、商業の繋がりの大切さを伝えたく、主張発表を
引き受けました。
　本年度は入善町商工会青年部結成60周年ということもあり、全国大会を目指して原稿を作成していたの
ですが、なかなか進まず、そんな時頼りになるのが青年部員。過去の発表経験者や審査員経験者の意見を
取り入れ、自分の納得のいく内容で完成しました。

　練習会を重ね、いざ本番では、今年卒業の岡田亮さん作成の身に余
る素晴らしい横断幕を準備していただきましたが、持ち前の明るすぎ
るのと、滑舌の悪さで県大会出場には至らなかったです。目標にして
きた、全国大会には全く手に届きませんでしたが、沢山の部員からの
アドバイスや練習会などを開いていただかなかったら、やはりここま
での発表にはならなかったと思います。最後に応援してくださった皆
さん、本当にありがとうございました。

発表者　田　中　智　春
呉東ブロック商工会青年部主張発表大会に出場して 6/26（水）

＜質問内容＞　①名前　　②生年月日　　③企業名・自社紹介　　④入部のきっかけ　　⑤趣味
　　　　　　　⑥長所・短所　　⑦自分を漢字一文字で表すと　　⑧これからの青年部活動への抱負

①
②昭和59年8月18日
③川口クレーン　クレーン作
業、家屋解体工事、木の伐採等
いろいろやってます。
④他の部員から誘われて入部し

ました。�⑤ランニング　⑥長所：あんまりないで
す　短所：たくさんあります　⑦健　⑧入善町を
盛り上げられるように頑張ります。

川口 健太郎

①
②平成元年10月28日
③南保シーリング
④知人からの紹介
⑤無し　⑥無し　⑦無
⑧今年の抱負は一回でも多く参加できるよう頑張ります。

南保　和幸

①
②平成10年10月18日
③紺田畳敷物店
　インテリアコンタ
　畳の張替え、新畳、室内装飾
④父が昔入っていた

⑤ドライブ、買い物　⑥長所：集中力があること
短所：やる気がでない　⑦丸　⑧青年部の皆さん
と入善町を盛り上げていきたいです。

紺田　太一

①
②平成3年8月10日
③北陸建装㈱　建物の内装仕上
げをしています。主に建物の
壁・床・窓の施工に注力してい
ます。よろしくお願いします。

④古川部長の熱意溢れる勧誘　⑤バスケット、音
楽鑑賞、ランニング、ネットサーフィン
⑥長所：誰とでも喋る　短所：ネガティブ
⑦熱　⑧大勢の人との交流

村上　明登

新入部員の紹介令和元年度

①
②昭和59年6月2日
③㈱ライスヒル　農産物の生
産、加工、販売を行なっていま
す。有機JAS、ASIAGAPの認
証を取得し、「環境保全型・資

米原　章浩

源循環型農業」を実践しています。
④勧誘　⑤スノーボード　⑥長所：主体性がある
こと　短所：マイペース　⑦耐　⑧地域活動を通
して自己成長していきたいと思います。宜しくお
願いします。
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編編 集集 後後 記記

　昨年の商工会青年部の活動の中で一番印象に残ったのは、やはり入善町商工会青年部結成60周年記念事
業です。多くの会議と準備を重ね、青年部が一丸となってこの事業に取り組みました。
　私は記念誌の作成を担当したのですが、その中で青年部60年の歴史の一部を知ることができました。青
年部がこの60年で挑戦したもの、成し遂げたものを知るにつれて、自分もその歴史の一部になっているか
と思うと少し誇らしくなりました。
　この歴史と作ってくれた諸先輩方に感謝しつつ、次の70年に向けて後輩の人達に誇ってもらえるよう、
今の青年部の人達と共に頑張っていきたいと思います。（魚津 善明）

卒 業 生 の 紹 介卒 業 生 の 紹 介
〈質問内容〉①名前　②事業所名　③加入年度　④加入動機　⑤楽しかったこと　⑥苦しかったこと
　　　　　　⑦加入時と現在の違い　⑧今後の青年部に望むこと　⑨最後に一言

令和元年度表彰者
☆MVP　岩場　文野
　今回MVPをいただけたのは、どんな急なお
願いにも瞬時に対応してくださった諸先輩方の
おかげです。ありがとうございます。

☆新人賞　紺田　太一
　新人賞というとても名誉な賞をいただきありがとうご
ざいます。自分が新人賞を貰ってもいいのかと今でも戸
惑っていますが、これからも入善町に貢献できるように
がんばります。本当にありがとうございました。

②（株）アート工房　　③平成12年
④先代社長が勝手に申し込んだから　　⑤色々なバカなことができたこと
⑥特になし　　⑦ジジぃになった
⑧�どうせ怒られるのは部長なんで、部員の方はなるべくハチャメチャなことをし
て欲しい。
⑨�いろいろお世話になりました。ありがとうございました。

①岡田　　亮

②ララリフォーム　　③平成14年
④先輩に誘われて何となく　　⑤色んなスポーツ交流
⑥コロナウィルスの流行
⑦人脈が圧倒的に増えた事
⑧�既存のイベントだけではなく、新しい事にも挑戦していって欲しいです。
⑨�これからも一期一会を大切にしていきます。

①下飯野  隆志

②（有）上原自動車商会　　③平成20年
④同じ町内の寺崎さんからの勧めで。　　⑤飲み会全部楽しかったです。
⑥�入部してすぐの七夕まつりの準備がきつかったです。連日夜中まで準備作業し
ていて仕事に支障がでるから辞めようと思っていました。
⑦�入部して数年は青年部になじめず、いつ辞めようかと思っていましたが今は卒
業したくないほど楽しい会になりました。
⑧�今まで通り県内他青年部の目標となるような活動を続けていって下さい。
⑨�青年部でしかできない、いろんな経験をさせてもらいました。ありがとうござ
いました。

①上原　光二


