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容にすべく、主体的な歩みをもって

けるようなきっかけとなる事業内

らには様々な「築き」を得ていただ

トや気付きを共感していただき、さ

」と関連した花火産業は大曲の一大

継続事業については、「大曲の花火

を大成功へと導きましょう。

の力を大いに発揮し、この一大事業

運営等で培った強固な連携や結束

々進化し、携らせていただくにあた

大会の企画・準備・開催に邁進して

ぐ道を歩むことと、更なる躍進を

り私共ＹＥＧはその進化に即した

事業です。大会開催にあたっては年

メンバー一同にて誓い合いました

対応能力が必要となってまいりま

まいります。

が、いよいよ次のステージへとなる

す。未来永劫に大曲の花火が日本一

標としていた「東北ブロック大会秋

本年度、大曲ＹＥＧはかねてから目

今年度のスローガンを「ＹＥＧ ｔ

上に努めてまいります。

足度向上に繋がる対応や意識の向

本年度を迎えました。

田おおまがり大会」を主管させてい

ｏ

であり続けるよう、より来場者の満

ただきます。秋田県内単会では３６

ｒｙ」〜進化・前進そして新たなス

な機会が地域企業の将来にいい影

チャンスでもあります。この有意義

様々な魅力をＰＲ・発信する最大の

また、ブロック大会はこの大曲の

がら大曲地域の商工業の発展と振

会員を募り、会員拡大を推し進めな

をスタート地点と捉え、多くの新規

ートを切るときです。ブロック大会

２０年を経て、今まさに新たなスタ

ｃｅｎｔｕ

年に１度のサイクルで担当する貴

テージへ〜とさせていただきまし

響をもたらすよう努めていきたい

興に貢献出来る活動を展開・チャレ

ｎｅｗ
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重な大会となります。東北ブロック

た。

と思います。

ンジしてまいります。今後の１０年

ｔｈｅ

会長 小西 許子

内会員同士の研鑚と交流の機会だ

ＹＥＧは新世紀へ！

平成３０年度
大曲商工会議所青年部会長所信

すでに準備を進めておりますが、同

会員一丸となって、昨年の２０周年

、２０年後の地域の将来を見据え次

最大のテーマとして取り組んでま

ていただきました創立２０周年記

じ志を持つ東北各地のＹＥＧメン

事業やこれまで長年携わらせてい

世代が豊かで潤った地域で、よりよ

YEG to the new

念事業を経て、改めて多くの先輩方

バーの皆様にこの大会を通して、自

ただいている「大曲の花火」の会場

たなステージ〜
私共大曲ＹＥＧは、昨年開催させ

「ＫＩＺＵＫＩ」＝気付き・築き

いりたいと思います。

が築いてこられた歴史に敬意と感

企業や地域経済発展に繋がるヒン

century」 〜進化・前進そして新

謝の気持ちを共有し、次世代へと繋

スローガン 「

ざいます「ＫＩＺＵＫＩ」を大会の

けではなく、大会スローガンにもご
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と一歩を踏み出します。

連帯・結束力にて新たなステージへ

ぎ、熱い想いと志を継承して強固な

は私共の責務です。歴史と伝統を紡

い活動ができるよう伝え繋げるの

くから醸造が盛んな日本酒と共に

和牛など魅力的な食材が豊富で、古

物、野菜はもちろん最近は高品質な

国２位となっており、米をはじめ果

して食料自給率が北海道に次ぐ全

かな気候ゆえ、日本有数の農業県と

となった「花火産業構想」を立ち上

の街」として行政、商工業者が一体

秋冬、毎月花火が打ち上がる「花火

の花火は全国から訪れる 70
万人の
お客様を魅了し続けています。春夏

月の最終土曜日に開催される大曲

また、大曲と言えば花火。毎年８

み出しています。

げ、地域社会と地域経済の活力を生

訪れる人を引きつけてやみません。
日本商工会議所青年部

大曲ＹＥＧ新世紀元年、地域に求め
られ、さらに進化・成熟した団体を

秋田県大仙市は、旧大曲市を中核

とする人口約 万
8 人の小都市ですが、

第３７回東北ブロック大会
秋田おおまがり大会

さてこの度、大曲の地で開催され

る第

南北に流れる雄物川と羽州街道が
連なり古くから交通・経済の要衝と

おまがり大会のスローガンは「ぶち

回東北ブロック大会秋田お
37
して発展してまいりました。現在も

大会会長 伊藤洋平

目指し、地域経済の未来を照らす暁
の光となろう。

ご挨拶

あげろ

KIZUKI東
大曲駅は秋田新幹線における秋田
り、秋田自動車道大曲

口減、少子高齢化、産業の空洞化等

!!!大曲から～
の玄関口として主要駅となってお

遺産・白神山地、東北を縦断する奥

地へアクセスする利便性の高い窓

多くの問題が顕在し、地域社会の持

秋田県は日本海を西に望み、世界

北 YEG45
の価値と未来～」といた
しました。私たちが住む東北では人

羽山脈、風光明媚な鳥海山など三方

口となっております。

は東北各
I.C.

を山々に囲まれ、四季を通じて自然

続性に警鐘が鳴らされています。各

なまはげを始め、長い歴史と共に各

綱で有名な刈和野の綱引き、男鹿の

を持つ西音馬内盆踊り、日本一の大

えられる竿灯まつり、数百年の伝統

また、東北三大祭りのひとつに数

け合う中で新たな 気“付き を”得、そ

大曲に集い、語り合い、意見をぶつ

務です。東北 45
単会の志を同じく
する熱い思いを持った仲間たちが

とが私たち青年経済人としての責

力を与え、未来を切り開いていくこ

の豊かさを楽しむことができます。

地域に根差した伝統行事の重要無

自の事業を発展させ、地域社会に活

形文化財指定数が日本一を誇って

い！未来へ向かって新たな価値観

れぞれの地域を 築“き 上”げて行く。
その想いを大曲からぶちあげた
おります。
肥沃な大地と多雪ながらおだや
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や将来像を大曲からぶちあげた
い！
そしてその想いを YEG
の仲間と
共に愛する家族とも共有したい。今
大会では YEG
メンバーの家族が参
加して楽しんでいただける多くの
設えを用意させていただきます。
最後に、東北ブロックＹＥＧ４５
単会の情熱を一つにつなげ、それぞ
れの地域の持続的な発展が未来へ

８月９日（木）
ブロック大会総決起大会
８月１９日（日）
夏祭り２０１８
８月１９日（日）～２５日（土）
花火ウィーク
８月２５日（土）

単会全てのメンバーが有意義な時

日本商工会議所青年部

９月７日（金）８日（土）
・９日（日）

第９２回全国花火競技大会

間を共有できる大会を目指し、秋田

第３７回東北ブロック大会

つながるよう、ご参加いただく４５

県連の皆様をはじめ、東北ブロッ

まで ２ か月 を 切っ て しま い まし た ！慌

時 は 夏真 っ 盛 り ！ ブロ ッ ク 大 会 開催

編集後記
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青年部 Presents
「ＹＥＧはＬＩＶＥ（生）
が好き」放送

大曲コミニュティＦＭ「ＦＭはなび」

（再放送：土曜日２０時）

毎週月曜日 ２２時～２２時３０分

秋田おおまがり大会

今 後 の 予 定
７月１３日（金）～１５日（日）

ク・日本ＹＥＧの皆様にもご協力を
いただきながら、大曲ＹＥＧメンバ
ーは心ひとつに精一杯取り組んで
まいります。開催に際して多くのメ
ンバーの皆様のご登録を心よりお
待ちしております。

商工会議所青年部
第１６回全国サッカー大会
ちば柏大会
７月２７日（金）～２９日（日）
商工会議所青年部
第３回全国ゴルフ大会青森大会

ただ し く準 備 に邁 進 する 大 曲Ｙ Ｅ Ｇ！

今一 度 原点 に 立ち 返 るつ も りで の 今年

度一発目の奔流発行となりました！

一人でも多くの登録、来曲お待ちしてお

りま～～っす！

（広報副委員長）

