商 工 青 年 （1）

「入善町商工会青年部」部報

発行日／平成29年３月24日

発行者／入善町商工会青年部

入膳5232−5

第56号

にゅうぜんジャンボハロウィンパーリィ（2016年10月29日）

商工会員
青年部員

募集中!

※詳しくは入善町商工会まで

（2） 商 工 青 年

平成28年度事業報告
4月25日（月）

平成28年度通常総会

5月26日（木）

唐辛子の定植作業

6月 8日（水）

全青連

6月14日（火）

唐辛子の支柱立て作業

6月19日（日）

商工会青年部対抗ソフトボール大会

6月22日（水）

呉東ブロック主張発表大会

6月24日（金）

JAみな穂

7月19日（火）

主張発表県大会

8月 5日（金）
  〜7日（日）

入善ふるさと七夕まつり
Yoshiaki ウオーヅランド、短冊コーナー

8月21日（日）

新川ブロック商工会青年部の交流事業

8月23日（火）

中部ブロック商工会青年部連合会交流研修会

9月 1日（木）

唐辛子の収穫作業

9月 8日（木）

第72回

絆感謝運動（入善町中心商店街のゴミ拾い）

綱引き大会

愛の献血

10月 8日（土）

にゅうぜん商工フェア〜まつりんぴっく2016〜

10月29日（日）

にゅうぜんジャンボハロウィンパーリィ

11月 8日（火）
  〜9日（水）

商工会青年部・女性部全国組織化50周年記念式典
第18回商工会青年部全国大会（福島大会）
中小企業長官表彰（青年部・女性部功労者）中瀬淳哉

11月10日（木）

県青連資質向上セミナー

12月 5日（月）

忘年会

1月11日（水）

新年会

2月12日（日）

50thメモリアル事業（アニメーション収録）

2月25日（土）
〜26日（日）

第17回入善ラーメンまつり

3月 9日（木）

元気な商工会地域づくり支援事業発表会

3月15日（水）
〜16日（木）

経済視察研修（視察地：広島）

高畑  義光 氏

新人賞／木倉春臣
MVP／岡田
がんばったで賞／魚津善明

▲平成28年度通常総会

▲第72回

亮

愛の献血
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呉東ブロック主張発表大会

6月22日（水）

発表者 岡

田

亮

まず初めに、県大会に勝ち上がることができず申し訳ございません
でした。正直、補助金の手続きとかあって、何回も発表するのが面倒
くさかったんです。なので、指名された以上、全力投球で発表しまし
たが、勝ち上がりにくい内容で主張発表をさせていただきました。こんなことが可能かと思う人がいると
思いますが、青年部のなかに、野球やゴルフが上手い人がいるのと同じだと思ってくださいな。一身上の
都合とはいえ、申し訳なく思っています。
発表内容については、自分は、極めて個人的な理由により、青年部活動を『好き』でやっておりますの
で、みなさんが共感できるような、青年部でのエピソードも、それから得られた思い・主張も特にないの
で、とりあえず、普段の仕事のストレスに対する息抜き感覚で青年部活動をやったらどうかと言わせてい
ただきました。自分としては、「地域貢献」とか、「地域経済の活性化」とか難しいことは建て前にして
おいて、部員自身が面白いと思うことを、楽しく、全力投球でやっていれば、周囲の方も、とりあえず問
題無いってことにしていただけたらと思っています。
自分のような永年在籍しているメンバーなら、すれっからしなので、主張発表くらいなら、なんとでも
できると思います。古参には、通常運転なので、あんまりこの事業でのドキドキ・ワクワクは望めない気
がします。だから、せっかくのチャンスなので、若い人にとって、あまりやりたくない・苦手な事業だか
らこそ、この主張発表に若い人がもっと挑戦してくれたなら、ドキドキ・ワクワクがあって人間的成長が
望めると思います。
次の指名権は、前任者の私にあるそうなんで、私から主張発表を依頼されたら、快く承諾してください
ね。次の方よろしくお願いいたします。ホント、やったらやったで、言うほど大変じゃないですから。
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入善ふるさと七夕まつり

Yo s h i a k i

ウォーヅランド

8月5日（金）〜7日（日）
実行委員長 魚

津

善

明

七夕まつり実行委員長をやって欲しいと言われた時
は、正直、自分に出来るのだろうかと不安でした。この
ようなイベントで、自分が委員長になって指示が出来る
だろうか、人を楽しませることが出来るだろうかと自信
がなかったからです。
しかし、魚津なら出来る、分からない所はなんでも聞
いてくれと言われ、これも良い経験になると思い委員長
を引き受けました。

▲シューティング風景

最初の課題は、七夕まつりでどのようなイベントをするのかということでした。私は、イベントを失敗
したくない、お客さんに楽しんで欲しいと考えていましたので、準備も容易で、なおかつお客さんからも
評判があったお化け屋敷をしようと思いました。そして、会議の際、お化け屋敷の図案を考え、そのこと
を発表したのですが、先輩方からは、「これは、本当に魚津がしたいことなのか、自分が本当にしたいこ
とじゃないとお客さんも楽しんでくれないよ。」と言われ、自分が本当にやりたいことを準備の難しさを
抜きに改めて考えてみたのです。
まず、水を使うこと、ずぶ濡れになるのも嫌なお客さんでも楽しめるもの、ゲーム性があるもの等と
いったことを考えた結果、水鉄砲を使ったシューティングをしようと決めました。
そのことを会議で発表すると、皆さんもそれは面白そうだと賛成してくれ、ゲーム性を持たせるために
頭に的を付けたらどうか、その的が濡れていないものが次のステージに行けるようにしようといったこと
やスライダーには水ではなくぬるぬるとした液体を使おうといった次々と足りない所を補ってくれるアイ
ディアを出してくれたのです。
それからも毎週の会議をし、班長や副委員長と協力して用意するものや日程等をつめていきました。そ
して、まつり当日になり、青年部の皆で作りあげていったイベントは大盛況に終わりました。お客さんか
らの評判は良く、私も委員長をして本当に良かったなと思いました。これもあの時、無難にやろうとせ
ず、やりたいことしろと言ってくれた先輩方のおかげです。
今後はこの経験を活かし、これからも青年部の活動をがんばって
いきたいと思います。

▲ウォータースライダー風景
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にゅうぜんジャンボハロウィンパーリィ

デイ・パーティ & ナイトパーティ
10月29日（土）
実行委員長 福

澤

のぞみ

にゅうぜんジャンボハロウィンパーリィは第2回目になります。今回のテーマは『子供から大人まで楽
しめるイベント』、前回のナイトパーティだけではなく子供向けのデイパーティも開催しました。
私自身一児の母として子供と一緒に楽しめるイベントがやりたいと思ったからです。また特長としては
バルーンアートなどを使い会場の装飾にも力を入れました。
デイパーティには縁日、綿菓子、ポップコーン、エアー遊具などを用意し、仮装コンテストを行いました。

▲縁日ブース

▲仮装コンテスト（デイ・パーティ）

ナイトパーティでは昨年よりもイベント性を強化し、南友蔵さんによるマジックショーやダンサーによ
るステージショーなどクラブをイメージとした大人向けのパーティを開催しました。
第2回目という事もあり継続する大変さ、不安もありましたが、大きなトラブルもなく無事にイベント
を終える事ができました。これも青年部員みんなのアイディアと協力のおかげです。
今回の経験を活かして今後も青年部活動に協力していきたいと思います。

▲マジックショー

▲会場風景（デイ・パーティ）
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2017 冬遊ぼう

第17回入善ラーメンまつり
2月25日（土）・26日（日）
実行委員長 宮

嶋

晃

昨年のラーメンまつりが終わり、当時の実行委員長か
ら今年のラーメンまつりの実行委員長を引き受けました。最
初は班長がなかなか決まらず1カ月程経ってしまいました。
そこで以前実行委員長や班長をしたことのある先輩方に頼
んだところ快く引き受けてもらいひとまず安心しました。
今年は子供も楽しめるように働く車に乗れるコーナーを
つくったり、ガラポン抽選会をして喜んでもらおうと考えま
した。そして昨年大好評だったスイーツをもっと拡大しよう
と考えました。
私は以前のラーメンまつりで班長経験があり、働く車コーナー、ガラポン抽選会の計画はスムーズに進み
ました。しかしスイーツの方は少々苦戦し、先輩方にたくさん手助けしてもらいなんとか実行に移せました。
そして本番当日、天気予報は雨の予報でしたが一転、とても晴天に恵まれ初日の開会式は多くの来賓の
方々と共に例年以上の盛り上がりのなか始まりました。ラーメン店は初出店の店舗も長蛇の行列でとても賑
わっていて、うるおい館2階で行われていたスイーツ
も拡大したこともあって昨年以上の賑わいでした。
また、働く車コーナーも警察車両、大きな消防車な
どを展示し制服を着て一緒に写真を撮れるように
し、家族連れの方々に喜んでいただけました。
一方、ガラポン抽選会では一番の目玉の景品が午
前中に無くなってしまい、ドリームファームさん、み
な穂農協さんに相談したところ協賛品として景品を
出していただき、本当に助かりました。ありがとうご
▲会場風景

ざいました。また今年も、あいの風とやま鉄道にご
協力いただき、滑川駅から石動駅の各駅から入善駅

▲入善町商工会青年部員とJAみな穂青壮年部員
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まで往復1000円としていただいたので県内からより多くの方々
にきていただいたのではないかと思っています。
実行委員長を引き受けたからには、小さなお子さんからお
年寄りの方までいろんな世代の方々に楽しんでいただき、ラー
メンまつりを通して多くの人に入善町に来ていただいてどんど
ん活気のある街になってほしいという思いでやってきました。
それが実現するようこの経験を生かしてまた活動していこうと
思います。
今回私自身の仕事のちょうど忙しい時期と重なってしまい、
青年部の方々にたくさん迷惑をかけ、またたくさん助けていた
だいたおかげでこの大役を務められたと思っています。本当

▲ガラポン抽選会

にありがとうございました。

元気な商工会地域づくり支援事業
委員長 浜

田

雅

弘

入善町では行政や商工会等が主催するイベントが多数開催され、
いずれも町内外、そして県外からも数多くの来場があります。そこで
我々商工会青年部では、入善町の名前を背負ったマスコットキャラク
ターが町内外を飛び回ることは、その他手法と組み合わせることで大
きな地域振興につながっていると考え、「入善町PRマスコットキャラ
クター、ジャンボ〜ル三世」を型にした、鯛焼きならぬ「ジャンボ〜ル
三世焼き」を作ることになりました。

▲ジャンボ〜ル三世焼き

「ジャンボ〜ル三世焼き」を手に取り食べる事により、子供たちが、より入善町のイベントを楽しむ事が
でき、家族で入善に遊びに来ることがより多くなると考えています。
たくさんの人が集まる場所で「ジャンボ〜ル三世焼き」を作ることで、町のイベントや、町内商店や町内
企業PRなどと組み合わせると、より印象に残る事業を展開することができると考え、今後の商店街や地域
振興に役立てていきたいと思います。

50th メモリアル事業委員会を終えて
委員長 中

瀬

淳

哉

皆さんもご存じのとおり、入善町商工会青年部は1960（昭和35）
年3月に設立した青年経営研究会が前身で、日本で最初にできた青
年組織であります。
このたび、我々、入善町商工会青年部が原点となった商工会青年

▲収録風景

部全国組織化50周年を迎えるにあたり、その50周年を記念する短編アニメーション動画を制作しました。入
善が全国的にも青年部発祥の地であることを広く発信し、今後の活性化につなげるためでもあります。
事業委員会の中で、ストーリーの大まかな流れを考え、それを魚津市在住のクリエイターユニットであり
ます「The BERICH」さんにアニメーション動画にしていただきました。
声優オーディションや事業委員会の様子など、制作の過程を新聞やテレビなどマスコミに取り上げても
らったことにより、青年部のPRにもつながったものと思っております。
今後は、ビリッチさんに映画祭などに出品してもらうことで、青年部の存在をPRしたり、様々なイベント
などでもこの動画を活用できればと思っています。
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新入部員の紹介
＜質問内容＞ ①名前
②生年月日
③企業名・自社紹介
⑥長所・短所
⑦自分を漢字一文字で表すと

④入部のきっかけ
⑤趣味
⑧これからの青年部活動への抱負

① 岡本 貴臣
②昭和51年10月24日
③トータルユーティリティ。キッ
チン、洗面化粧台の取り付け等
④興味があった
⑤映画鑑賞
⑥長所：明るいはず 短所：ちょっ
とネガティブに考えること
⑦難
⑧何事にも全力で取り組みたいです

① 広瀬
豊
②昭和54年4月14日
③有限会社広瀬建設 土木工事・
舗装工事の施工を主にしておりま
す
④青年部員の紹介により入部
⑤買い物
⑥長所：粘り強い
短所：すぐ飽きる
⑦硬
⑧微力ながら地域貢
献できればと思います

① 飯作 藍里
②昭和63年3月8日
③美容室ポニーテール
④知人の話を聞いて興味を持った
から
⑤スポーツ
⑥長所：明るい 短所：人見知り
⑧入善町の良さを伝えていけたらいいな

① 木倉 春臣
②平成4年5月30日
③株式会社 富山第一銀行入善支
店 富山県の地方銀行 昨年東証
一部上場
④前任者の後任として入善町の一
員になる為入部しました
⑤サッカー
⑥長所：ポジティブなところ 短
所：三日坊主
⑦素
⑧青年部の一員として
もっと入善町に貢献していきたいです！

⑦思
と思います

平成28年度表彰者
ＭＶＰ

岡田

亮

たぶん入会して2年目の時に続き、2度目の
受賞だと思います。まさかの受賞ですが、大
変うれしいです。

がんばったで賞

魚津

善明

自分のようなものにこのような賞をいただ
き、大変感謝しております。自分が頑張って
これたのは、青年部の皆さんの協力があって
こそです。
これからも青年部の皆さんと協力しイベン
トを盛り上げ、入善町を盛り上げていきたい
です。

記

青年部に入部してよかったと心から思えた
瞬間でした！この賞をくださったみなさんの
期待にこたえられるようにもっとがんばりた
いと思います！

後

春臣

集

木倉

編

新人賞

① 川口 聖孝
②平成4年12月14日
③にいかわ信用金庫
④にいかわ信用金庫入善支店の代表
として、入部致しました
⑤読書、スポーツ
⑥長所：真面目 計画的 責任感
短所：心配性 慎重 行動力に欠ける ⑦歩
⑧青年部をより一層盛り上げていけるような活動を
していきたいと思っております

早いもので、今年度のすべての青年部活動が無事終了し
ました。ご協力下さいました皆様本当にありがとうござい
ました。
平成28年度は5名の新人部員の方々が加入し、ますます青
年部が活気づいた気がします。入善ふるさと七夕まつりの
ウォータースライダーも新しい形に進化し、にゅうぜんジャ
ンボハロウィンパーリィに関しては昼・夜の部と2部体制とな
り、小さな子供から大人まで楽しめるイベントとなりました。
また入善ラーメンまつりも例年に増して盛況に終わり、同時開
催スイーツ祭りにも沢山の方にご来場いただきました。どのイ
ベントも実行委員長の個性が光っていたように思います。
次回からは新役員体制となります。微力ではありますが私
も各種青年部活動に参加し、青年部の仲間と一緒により良い
活動が出来るよう頑張っていきたいと思います。（島瀬 航）

