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1 年を振り返って

　今年度も早いもので、残すところあとわずかとなりました。今年度を振り返ると、ファミスタや婚活、異
業種交流等の新しい事業を起動していただきました。また、資質向上研修会等の継続事業でも、各委員
会がアイディアを出し、青年部にしかできない事業を起動していただきました。そして、部員の増強活動
では、目標としていた部員数200名を超えることができ大変うれしく思います。これも部員皆様のご協力
のおかげであり感謝申し上げます。
　さて来年度は、今年度の事業をよりブラッシュアップし、新しいチャレンジをしていきたいと思います。
特に3つの軸、  ①会員の資質向上　②ネットワークの構築　③新しいまちづくり  の中でも1番目に掲げ
た、会員の資質向上については、より私たちの根幹である商売に直結するような事業を考えております。
まずは、各支部の事業、南砺の事業など色々な事業に参加してみてください！よろしくお願いいたします。

　支部長１年目、支部での役割がガラッと
変わり、手探りの中あっという間に1年が
経ちました。しかしながら、本部活動・支
部活動双方とにかく皆で楽しく笑ってを目
標に活動させていただきました（＾□＾）
　仕事ではなく、人と人の繋がりがより
濃く感じられる商工会青年部活動…来年
度も、皆を笑わせ、僕も楽しく笑いなが
ら活動していきたいと思います！

（酒席での言動は覚えてないことが多々ありますので、
　失礼があったらごめんなさい･･･許してください･･･）

【南砺市商工会青年部長】
北川 智之

【福光支部長】
水内 康晴

　まるで登山のよう 急な登り坂、平坦
な道、登ったかと思えば下ったり、辛い
時には仲間と手を取り合って、歩を進め
れば今まで見られなかった風景が広が
ります。 まだ見ぬ頂にはどんな景色が広
がっているのか？不安になることも有り
ますが、まずは確実に一歩一歩この道を
歩んで、まだ見ぬ頂を目指して行こうと
思います。 その頂から見える景色を楽し
みに。【井波支部長】

辻村 直純

　五箇山支部は毎年恒例の景観保全啓
発 看板の設 置や地 域行事 への協力を
行ってまいりました。また今年度は五箇
山地区の電話帳制作をおこなっており、
完成を目指しメンバー一丸となって頑
張っています。来年度は新たな事業を
計画しています。支部としての活動自体
は少ないですが地域の力となれるよう精
力的に支部活動をおこなっていきたいと
考えています。【五箇山支部長】

髙田 裕之

　支部長の任を受けてから一年が過ぎま
した。私の仕事として夜勤のあるシフト
勤務であるが故に、なかなか青年部活動
に参加できなかったりしたのが申し訳な
かったです。 地域のイベントでは、イワ
ナ、五平餅もちの販売を行い、段取りは
大変でしたが、みんなとワイワイやりな
がら楽しめました。 来年もみんなで一緒
に地域を盛り上げていける活動をしてい
けたらと思います。【利賀村支部長】

野原 芳宏

　『兄貴のたこ焼』は本年度、南砺の様々
な祭りやイベントに出店させていただき、
1年間で累計3500パック以上を売り上げ
ました！！みなさまに美味しいと言っていた
だき兄貴も嬉しいです♪(\*^-^*\)♪
城端支部部員のパワーはもちろん、他支
部や地域の方々の力添えに兄貴はとても
感謝しております<m(__)m> たこ焼きを
通じて南砺を楽しみ、各支部との交流&
城端支部の絆を深める！これをモットーに
来年度も盛り上げていきたいと思います！

　本年度１年間、支部活動を振り返り部員
みんなに助けていただき活動を終える事
が出来ました。その中でも支部のメイン
事業であるユカタ・デ・ダンスは全国大会
でまちづくり部門大会顕彰を受賞する事
ができました。
　今後も先輩方の思いを受け継ぎ部員一
丸となって地域を盛り上げていきたいと思
います。来年度は今年１年の経験をもと
にまた一つパワーアップした支部をめざし
活動していきたいと思います。

【城端支部長】
中井 将司

【福野支部長】
中谷 昌裕

各支部イチオシ部員紹介各支部イチオシ部員紹介
・・・・・・・・

武田 隆啓  たけだ たかひろ

昨年の8月から福光タクシーを営業して
います。ぜひご利用ください。

㈱新陸運送
【仕事内容】
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問1  全世代が活躍できる街づくり
問2  お酒 
問3  お酒を飲むこと 
問4  お酒
問5  南砺市の発展に尽力したいです

問1  南砺市に望むこと 　問2  趣味 　問3  休日の過ごし方 　問4  最近買った高いモノ 　問5  青年部活動の意気込み

福光支部

高田 直明  たかた なおあき

司法書士をしています。

高田事務所
【仕事内容】

【会社】

㈱キタダ【会社】 みくにや【会社】

うまいもん処 吟奴【会社】 野原建設株式会社【会社】

【会社】

問1  若い世代がこれからも暮らしたいと思える環境づくり
問2  DIY、麻雀 　　問3  資格勉強、ドラマ鑑賞 
問4  ソファー 
問5  お手伝いも、できる範囲になってしまいますが、頑張りた

いと思います。よろしくお願いします！

福野支部

北田 悠典  きただ ゆうすけ

特注家具の設計・制作・取付をしています。
【仕事内容】

問1  若い世代がこれからも暮らしたいと思える環境づくり
問2  漫画 
問3  半日は睡眠に費やします 
問4  ソファ 
問5  自分に出来ることを精一杯尽力したいです

井波支部

溝口 佑斗  みぞぐち ゆうと

仕出し料理屋です。会席料理、お弁当、
オードブルを南砺市中心に配達してます。 

【仕事内容】

問1  子育てしやすい環境作り
問2  フットサル、筋トレ 
問3  家族と外出します 　問4  掃除機 
問5  南砺市が元気になるよう力になれたらと思います。よろし

くお願いします。

城端支部

笹部 洋平  ささべ ようへい

五箇山の温泉で温まった後は、絶景を
眺めながらゆっくり旨い酒と肴を召し
上がれ〜。 定食、麺類もございます。

【仕事内容】

問1  満足しています
問2  ディズニーリゾートへの家族旅行 
問3  金沢・近江町市場巡り 　問4  いい器 
問5  なるべく協力します！！

五箇山支部

カルバーリョ・アルツール・
マルシウス

今は地滑りの災害現場で一日も早く
復旧に励んでます。

【仕事内容】

問1  若者が元気で暮らせる街作り　
問2  体脂肪率一桁を維持する為にフットサルやってます 
問3  8 ヶ月の娘と一緒いるのが一番楽しい！ 
問4  アメリカドラマDVDBOX 
問5  南砺市が元気になるように頑張って参加します！

利賀村支部

飲んで太った分

ダイエットね！！

B部員の嫁さん

私のお父さんは

毎日朝早くから夜遅くまで

仕事をがんばっています。

夜ご飯を食べに行って、

酔っ払ったときのお父さんは

とてもおもしろいです。

兄貴の娘

子供達に

恥じないような

生活を送って下さい！

A部員の奥さん

身体に気をつけて

無理せず頑張って下さい。

青年部の皆様は 「たこ八」で

お待ちしております！

たこ八看板娘

家族の声
青年部員の

南砺市商工会青年部



平成 29 年度   1 年間の活動報告
初めて企画した本事業でしたが、たくさんの方々に出席していただき、
地域に対して想いを持っている方がたくさんおられると思いました。
これから私たち若者から行動、考えを立案していかなくてはいけませ
ん。今回は45歳までと年齢を制限させていただいたのが、グループ
ディスカッション、懇親会を見て良かったと思いました。各地域の行政

の方々がどんな仕事をされているのか、
どういう気持ちで毎日働いているのか
など部員が知る事ができたこと、出会
い、交流できたことが一番の収穫だと
感じました。

視察研修、全国大会  11月19日～ 11月22日に南砺市から17名で沖
縄県に行ってきました。 視察研修では、首里城→ガンガラーの谷→お
きなわワールド→ひめゆりの塔→沖縄平和記念公園を視察し、沖縄の
歴史や文化を学んできました。 全国大会では、主張発表全国大会、
MONGOL800の上江さんの基調講演もあり、盛り沢山の全国大会で
した。 今年度は、沖縄県という事で、本土とは全く違った歴史や文化
があり、一生の思い出になるような経験をする事が出来ました。 次年
度は、広島県で全国大会が行われます。 
その場所でしか経験出来ない事や、行っ
た人達でしか分からない事も沢山ありま
すよ。 みんなで広島に行きましょう！

青年部としては初となる婚活事業を開催しました。当初は募集人員が
埋まるか心配でしたが、青年部員の親身的な協力もあり、定員を超え
る申込みをいただきました。謙虚な方々が多く見受けられるなか、お
付き合いに発展したカップルもいると後日耳にいたしました。アロー

ザでのスイーツパーティーということ
もあり、楽しいひと時を過ごされた
方々も多く、地元開催のイベントとし
て成功いたしました。次回も開催す
る予定です。皆さま是非ご参加くだ
さい。

今回で第3回となる本事業は、あ
らかじめ部員の皆さんに意見・提
案頂いて発表する意見交換会とし
ました。青年部員そして一市民とし
て今後の南砺市に置ける様々なこ
とを知り、聴いて、学ぶ事が出来ま
した。 今回の意見交換の学びを活かし、まちづくり委員会が中心にな
り南砺市のまちづくりを更に活発に行なっていきます。

【ビジネス委員会】杉木裕矢委員長

【組織活性委員会】野村雄亮委員長

【総務広報委員会】野村幸弘委員長

【まちづくり委員会】久恵健治委員長
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【県青連】通常総会 ※浅田相談役 柳川賞受賞

第9回 通常総会

【県青連】青年部対抗ソフトボール大会

主張発表大会 呉西ブロック大会（発表者：井波支部 南部剛志君 ※県大会出場）

第1回 資質向上研修会　講師：鍋田恭子 氏

富山県青年議会 開会式

主張発表大会 県大会（南部剛志君 優良賞受賞）

いみず祭り出店協力

主張発表大会 中部ブロック大会

富山県青年議会 合同研修会

ファミリーフェスタ全体説明会

チャレンジマイスター全体説明会

ファミリーフェスタ（元気な商工会地域づくり支援事業）

チャレンジマイスター（富山県ものづくり体験事業）

第2回 資質向上研修会　講師：にらさわあきこ 氏

【県青連】青年部対抗ゴルフ大会

なんと社協祭り 出店協力

第1回 若者経営者研修事業

第3回 資質向上研修会　講師：黒崎誠 氏

【全国連】平成29年度次世代地域リーダー塾（1回目）

第4回 資質向上研修会　講師：山根浩揮 氏

富山県青年議会 本会議及び閉会式

異業種交流会 ★新規事業★

視察研修（沖縄県）

【全青連】第19回 商工会青年部全国大会沖縄大会

砺波ブロック商工会青年部連絡協議会　正副部長等意見交換会

【全国連】平成29年度次世代地域リーダー塾（2回目）

婚活事業 ★新規事業★

第2回 若者経営者研修事業

第5回 資質向上研修会　講師：折原浩 氏

【県青連】青年部ゼミナール及び宮城県青連との交流研修会

【全国連】平成29年度次世代地域リーダー塾（3回目）

第3回 市長と青年部の意見交換会

第6回 資質向上研修会　講師：加藤史子 氏

【県青連】元気な商工会地域づくり支援事業事例発表会

日 事業名

異業種交流会「南砺市をどうにかせんなんちゃ！」開催報告

視察研修 全国大会への参加報告

婚活事業（恋するクリスマスsweetsパーティー）開催報告

KNBラジオのパーソナリティーを
務める、鍋田恭子さんのお話を拝
聴。会話の盛り上げ方や人を引き
付ける話の仕方など日常に生かせ
るお話を賜り、今後の仕事に活か
していきたいと思いました。

笑いとコミュニケーション

この研修会で、男女の考え方の違
いなど勉強できてよかった。当日
はたくさんの方と意見交換ができ
た。

         婚活の最新情報と
女性に好まれる行動・話し方

利賀村地区の開催であったが、た
くさんの人に参加してもらえたこと
が良かった。経済の動向をわかり
やすく説明していただけた。

参加者全員が地域活性化に向けた各々
の意見を持ち寄り、講義で学んだ経営
学を活かして互いに研磨しあい、具体的
なビジネス構想を築き上げました。自
身が描く地域活性化のビジョンに、根
拠・ストーリー・役割
を具体的にすること
により “実現化へと
大きく飛躍” するこ
と を 学 び ま し た。

（理事  中西一夫）

激動する政局と経済の
動向について

会社づくりで地方から
日本を元気に

次世代地域リーダー塾への参加報告

小杉カントリークラブにて芝刈りに！！じゃなく、ゴルフ大会
へ。ゴルフを通じて各単会の垣根を超えた部員間交流事業。
個人、団体とも賞は逃しましたが、とても楽しいゴルフ大会
になりました。

青年部対抗ゴルフ大会参加報告

悪 天候の中、試合をしたが、開始
早々に中止となりAKBじゃんけん大
会にならって勝敗を決めるじゃんけ
ん大会が始まりました。そこで、神
となったのは柴田監督。4対4で迎えた状況で勝利を勝ち取りま
した。 残念ながら次戦で負けてしまい連覇の目標を達成すること
はできなかったので次回は優勝目指して頑張りたいです。

ソフトボール大会参加報告

青年の県政に対する関心を
高め、その意見を県政に反
映させ、民主政治に対する
理解と正しい関わり方の学
習の場ということで県政に
提案をさせて頂き、結果は
さておき良い勉強となり青年部では経験できないような
貴重な体験をさせて頂きました。  （五箇山支部長 髙田裕之）

沖縄県那覇市にて開催された商工会青年
部全国大会で、南砺市商工会青年部福野
支部の行った３世代交流イベント「ユカ
タ・デ・ダンス」が、まちづくり部門にお
いて大会顕彰を頂きました。代表として
実行委員長細井章成さんが3000人が見
守る中壇上に上がり、歓喜のこぶしを上
げ、大いに盛り上がりました。

「ユカタ・デ・ダンス」大会顕彰 受賞ビジネスプランの重要性や作成の
仕方を学び、会議や仕事の場でイノ
ベーションマトリックスシートを活
用して事業や経営を構築出来るよ
う取り組んでみたいと感じました。

経済学から考える
地域まちづくり

アイデアには価値がなく、実行す
る事で価値が出るんだと気付い
た。19歳での変化をニーズと捉
え、スキー市場を盛上げるのは、
各自の商売やまちづくりにも活か
せると感じた。

柔軟な発想が地域を
変える！

テーマ

テーマ

テーマ

テーマ

テーマ

テーマ

とても明るくエネルギーに満ち
ており、人を惹きつける特別な
魅力を持った講師で、古着屋の
起業から始まり飲食店などに展
開していく中で、地域を盛り上げ
ている話を大変楽しく講演いた
だきました。

【ビジネス委員】夏梅紘行（城端支部）

【総務広報委員】宮本幸則（五箇山支部）

【利賀村支部長】野原芳宏（利賀村支部）

【組織活性委員】山本正宏（福光支部）

【まちづくり委員】稲葉勝宏（井波支部）

【ビジネス委員】嶋田良太（福野支部）

富山県青年議会への参加報告

市長と青年部の意見交換会開催報告


