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商工会青年部宣言
かけがえのない人たちと、かけがえのない地域のために
われわれは、自己の利益追及のみならず、国家を基盤とした社会の恒久的な平和と繁栄を実現する。
若き事業家として、何人にも侵されない自立した経営を確立し、地域の商工業を躍動させ、
地域の一員としてその責任を自覚すると共に先人の教えに学びつつ、未来に向けた活力ある社会を創出する。
この美しい国、日本に生きる者として、地球の環境問題を促え、
われわれだけでなく、次世代の人々の為にも、継続的な運動を推し進める。
そして全ての国家、民族との交流を積極的に図り永続的共生を同じ自体を担う者としてここに誓う。

誓いの言葉
一、われわれ商工会青年部は、創造力と行動力をいかし、地域振興発展の先駆者となる。
一、われわれ商工会青年部は、商工会の後継者であり、将来の中核として、組織活性化の推進力となる。
一、われわれ商工会青年部は、社会一般の福祉の増進に努め、新しいまちづくりの原動力となる。

ごあいさつ
高岡市商工会青年部

部長

山本 健司

高岡市商工会青年部設立１０周年を迎え、「１０周年記念誌」を発刊する
にあたり、ご挨拶申し上げます。設立１０周年の節目に高岡市商工会青年部
部長として迎えることができましたこと、身に余る光栄であります。
高岡市商工会青年部は平成２１年４月１日に三つの支部が合併して誕生しました。
高岡市商工会青年部は発足以来、ＯＢ含め、およそ８０名の部員が在籍しております。今日までＯＢ方、
現役部員の努力と熱意で、１０年間突き進んでいくことができたことに対しまして、感謝の意を表すと
ともに、これまでの青年部活動に対し、深いご理解とご支援をいただきました、関係各位の皆様方に厚
く御礼申し上げます。
高岡市商工会は、福岡・戸出・中田の三つの地区にそれぞれ歴史の深い祭りがあります。福岡つくり
もんまつりでは、プロジェクションマッピングやアウトドアブランド「ＣＨＵＭＳ」とのコラボＴシャ
ツの販売等、戸出七夕まつりでは、七夕を飾り、中田かかし祭では、毎年かかしを製作することによっ
て、それぞれの祭りの来場者増加や盛り上がりを担う役目を果たしてきました。
三つの地域の青年部がそれぞれ１つになったことで、地域の垣根を越えて行動しあうことで、１つの
単会では難しかったことが協力しあえるようになっていきました。その活動のひとつに、しし肉グルメ
事業があります。農作物を荒らす害獣を地域の恵みに変えるために協力し、運営できる関係性を構築で
きたことは、この１０年間の最大の財産であると思います。
これから先、少子高齢化による働き手不足や事業承継といった問題が表面化しており、私たちが歩ん
でいく道はとても険しいものとなることが予想されます。だからこそ、青年部らしく創造力と行動力を
いかし、各地域が手を取り合い、それぞれの歴史・文化を尊重し、地域を活性化していく大きな道標に
なっていくことが大切であると考えております。
高岡市商工会青年部は次の１０年に向けて、新たな一歩を踏み出します。
設立１０周年記念式典スローガンにある「〜未来へ

つなぐ〜」ために高岡市商工会青年部一丸とな

り、地域の担い手として、高岡市の地域振興発展のために活動を展開してまいります。
結びに、この記念誌の発刊にあたり、祝意をお寄せいただいた関係各位に心より感謝申し上げご挨拶
とさせていただきます。
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発刊によせて
高岡市商工会

会長

上田 久之

このたび、高岡市商工会青年部設立１０周年を祝し、記念誌が発刊されますことを心よ
りお祝い申し上げます。これまで１０年間、青年部活動に貢献してこられた、歴代の部長
並びに部員の皆様に対しまして、深く敬意を表します。
高岡市商工会青年部は、平成２１年４月に戸出、福岡、中田の各青年部が合併して
以来、「元気な商工会地域づくり支援事業」の一環として、地域の交通安全・防犯・減災
のための調査・研究、地域安全に関する小冊子の製作、夜間パトロール活動、ホームページ等による普及広報活動、
高岡市の魅力ある産品を用いた料理メニューの考案、高岡市ししグルメ定着化事業、プロジェクションマッピング
を活用した高岡市地域おこし事業、射水市商工会青年部との連携など、様々な事業に取り組んでこられました。ま
た、戸出七夕まつり、福岡町つくりもんまつり、中田かかし祭など地域のイベント・祭りへの運営協力・出店も積
極的に参加され、まさに青年部の若さと情熱をもって地域活性化の原動力としてご活躍いただいておりますことに、
あらためて感謝を申し上げる次第です。
さて、我が国経済は、国内需要が牽引する形で景気回復基調にあるものの、高齢化社会の進展による労働力不足、
消費増税による消費の縮小など依然として厳しい状況にあります。
当商工会地域においても、人口減に伴う消費の縮小、人手不足、事業承継問題など先行き不透明な経営環境の中、
中小・小規模事業者に寄り添った伴走型支援を展開しています。
地域経済の発展の為には、商工会青年部の皆様の柔軟な発想と迅速な行動力、団結力を存分に発揮され、地域の
活性化に寄与されることを切に期待します。
結びに、高岡市商工会青年部の設立１０周年を契機とし、さらなるご発展と部員皆様方のご健勝・ご多幸をお祈
り申し上げ、お祝いの言葉といたします。

発刊を祝して
富山県商工会連合会

会長

石澤 義文

高岡市商工会青年部が設立１０周年を迎え、記念事業として記念誌を発刊されますこと
を心よりお祝い申し上げます。
高岡市商工会青年部におかれましては、平成２１年に設立されて以来、研修事業や地域
振興事業、社会貢献事業等の諸活動を積極的に展開され、地域商工業の振興発展・地域コ
ミュニティの維持に大きく貢献されてきたことに深く敬意を表します。
さて、米中通商問題等により、世界経済の不確実性などが懸念される中、わが国経済においても働き方改革法の
施行や消費税増税等、特に中小企業にとって大きな変遷期を迎えています。また、本県経済においても、効果的な
経済対策により緩やかな回復基調を継続しているとされていますが、中小企業においては深刻な人手不足等の喫緊
の課題に直面しており、商工会地域においても経済の好循環が実感できていない状況が続いております。
このような厳しい状況においても、商工会青年部には、若き活力と情熱を結集することで商工会事業の一翼とな
り、地域活性化の原動力となることが従来にも増して期待されています。また、全国の青年部員のネットワークを
活かした域外交流の活性化や自己成長を図る研修会の実施等を通じて、青年部事業が更に発展するための仕組みづ
くりが推進されることを期待しております。
結びに、高岡市商工会青年部が次なる節目に向かって大きく飛躍されることと部員の皆様方の一層のご健勝とご
多幸を祈念し、お祝いの言葉といたします。
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設立１０周年に寄せて
富山県商工会青年部連合会

会長

石本 慎太郎

この度、高岡市商工会青年部が設立１０周年を迎えるにあたり、富山県商工会青年部連
合会を代表して心からお祝い申し上げます。また、日頃より富山県青連事業に対し深いご
理解とご協力を賜わり、厚く御礼申し上げます。
高岡市商工会青年部におかれましては、平成２１年に設立されて以来、地域の伝統を継
承し、様々な地域に密着した活発な組織活動を展開され、地域商工業の振興に多大なご尽
力をいただいております。特に市町村合併以前より行われていた各支部単位で地域の伝統でもあるお祭りを高岡市
商工会青年部として強く推進されているとこであり先輩諸兄の皆様、現役部員各位の弛まぬご尽力に対しまして心
より敬意を表さしていただきます。
令和と言う新しい時代の幕が開け、経済環境も大きな転換期を迎えております。高齢化社会にともなう人手不足
や事業承継問題、諸外国との貿易問題、など我々中小規模企業にとっては、大変厳しい状況であります。しかしな
がら、いつの時代においても若者が地域を守り、地域経済を支えてきました。新たな可能性や仕組みに順応してい
けるのは我々青年です。本年度、山本部長のもと、苦難を乗り越え更に高岡市が発展していくことを心より期待し
ております。
富山県青連では今年度、研修、広報の二つの委員会を設けております。より、有益な情報を提供するための研修
事業の充実や、部員間ネットワークを活発にしていくといった、経営につなげていくための活動を展開しておりま
す。そして全青連が推進しております【IMPULSE + Google】をスタートさせます。今後とも県青連活動に対しても
ご尽力を賜りますよう、この機会をお借りしてお願い申し上げます。
結びに、我々青年部は、一人ひとりを見れば、まだまだ完成された大人とは言えないのかもしれません。しかし
団結することにより、その足りない部分を補い合い、助け合うことで想像を超える力を発揮できるものです。持ち
前の若さと行動力、そして結束力の強さを生かし、今後とも地域商工業の発展のため、青年部活動が実施されるこ
とをご期待申し上げるとともに、皆様方の今後益々のご健勝を心から祈念し、お祝いの言葉とさせていただきます。
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初代部長

平成２１年〜２２年度

つながり
高田 憲弘

このたび、高岡市商工会青年部１０周年迎えられましたことを、心からお祝い申し上げます。
旧高岡市と旧福岡町が合併した２００５年１１月から遅れること４年後の２００９年４月に、戸出、
中田、福岡の青年部が合併することになりましたが、まだ合併当初ということで、各地域で行な
われていた青年部事業を継続するために支部制を導入しました。各地区の祭りなどは、その地区
の青年部しか関わることはしませんでしたが、今では青年部がかかわるほぼすべての事業におい
て「地区」という垣根が取り払われすべての部員が仲良く活動していると聞いています。今後と
も商工会青年部は、部員同士のつながりを深め、地域とつながり、ともに発展していただきたい
と思います。
今後の高岡市商工会青年部のさらなるご活躍を期待しています。
−謝辞−
合併前、当時の部長であった中田地区の田村さん、戸出地区の中村さん、合併後に支部長とし
て各地区をまとめていただきました、中田地区の専徒さん、戸出地区の吉田さん、福岡地区の佐
原さん、また青年部の諸先輩方、部員の皆様方には、頼りない私を２年間支えていただきました。
皆さんと、つながりを持てたことで無事に任期を全うすることができました。
紙面をお借りして心より御礼申し上げます。ありがとうございました。
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平成２１年度事業
福岡さくらまつり（運営、出店）

４月

通常総会
県青連通常総会

といで菜の花フェスティバル出店
･････････････････････････････････････････････････
高岡会議所青年部意見交換会

６月

呉西ブロック商工会青年部主張発表大会
･････････････････････････････････････････････････
７月 戸出七夕まつり（運営、出店）
･････････････････････････････････････････････････
リバーサイドフェスタ（出店、運営）

８月

主張発表県大会、青年部ゼミナール
･････････････････････････････････････････････････
商工会青年部対抗ソフトボール大会

９月

高岡開町４００年楽市（出店）
中田かかし祭（運営、出店）

つくりもんまつり（運営、出店）
･････････････････････････････････････････････････
１１月 商工会青年部全国大会富山大会
･････････････････････････････････････････････････
商工会青年部全国大会慰労会

１２月

第一回資質向上講習会
「若手後継者、経営者の為の自己管理術」
･････････････････････････････････････････････････
第二回資質向上講習会
１月 「若手後継者、経営者に必要な法律知識
（裁判員制度）」
･････････････････････････････････････････････････
青年部ゼミナール
第三回資質向上講習会
２月 「青年部ポータルサイト「クラブインパルス」
を活用して自社を全国にＰＲしよう！」
先進地視察研修会
（川崎重工業㈱見学施設、新長田一番街商店街視察）
･････････････････････････････････････････････････
経営資質向上研修会

３月

元気な商工会地域づくり事例発表会

研修委員長

大道 哲郎

親睦委員長

宮崎 龍之介

広報委員長

長原 真士

平成２２年度事業

４月

福岡さくらまつり（運営、出店）
県青連通常総会

といで菜の花フェスティバル（出店）
･････････････････････････････････････････････････
５月 通常総会
･････････････････････････････････････････････････
青年部対抗ゴルフ大会

６月

呉西ブロック商工会青年部主張発表大会
･････････････････････････････････････････････････
７月 戸出七夕まつり運営
･････････････････････････････････････････････････
リバーサイドフェスタ（運営、出店）

８月

主張発表県大会

青年部クリーンアップ清掃活動（全国統一事業）
･････････････････････････････････････････････････
日本商工会議所青年部北信越ブロック大会式典

９月

中田かかし祭（運営、出店）

つくりもんまつり（運営、出店）
･････････････････････････････････････････････････
１０月 商工会経営革新セミナー（青年部コース）
･････････････････････････････････････････････････
第一回資質向上講習会
１１月 「二代目で創業者"〜今後の更なる展望」
商工会青年部主張発表全国大会
･････････････････････････････････････････････････
新幹線フォーラム
先進地視察研修会
「東京スカイツリー建設現場視察と
金融経済研修」
･････････････････････････････････････････････････
第二回資質向上講習会
１月 「若手後継者、経営者に必要な労働（労災）
保険・社会保険の知識」
･････････････････････････････････････････････････
青年部親睦ボウリング大会

１２月

福岡駅前イルミネーション設置

２月

青年部ゼミナール

第三回資質向上講習会
「日本の景気回復はどうなる！？
〜２０１１年度、富山県下経済の行方と
今後の経営の為に〜」
･････････････････････････････････････････････････
元気な商工会地域づくり事例発表会

３月

経営資質向上研修会

５

第二代部長

平成２３年〜２４年度

つながり
専徒 英一

この度は、高岡市商工会青年部が設立１０周年を迎えられましたことを、心からお祝い申し
上げます。戸出・福岡・中田の商工会が合併し３年目、初代高田部長の後、第二代部長としての
職を仰せつかり、２年の任期を全うできたのも、青年部の諸先輩方、青年部員、地域の皆様の力
添えがあったからと今でも感謝しております。
振り返ってみますと、部長としての一年目に東日本大震災が発生し、富山県連として現地に赴
き現地の青年部員と話し、災害の様子、復興の現状、等々を見聞きし衝撃を受け胸が締め付けら
れました。当たり前の生活や青年部活動が当たり前ではないことを目の当たりにし、今できるこ
と何か…東北支援はもちろんのこと、青年部の絆を強めることを意識して活動したことを思い出
されます。早いものであれから８年、現在の青年部の活動の様子から、当時よりもより一層、絆
を強めた青年部がそこにあると確信しております。令和という新しい時代に入りました、世の中
はこれからも大きく変化していくでしょう。そんな中、商工会青年部がこれからも変わらず、こ
の地域の担い手となりさらなる発展すること、部員の皆様の今後益々の活躍を期待しております。
青年部に幸あれ！

６

役
部

長

副 部 長

監

事

相 談 役

員

専徒 英一
林
三雄
大道 哲郎

酒井 貴紹

古村

沢井

渡

佐原 篤史

通常総会

県青連総会
･････････････････････････････････････････････････
青年部対抗ゴルフ大会

６月

呉西ブロック商工会青年部主張発表大会
･････････････････････････････････････････････････
７月 戸出七夕まつり（運営、出店）
･････････････････････････････････････････････････
リバーサイドフェスタ（運営、出店）

８月

主張発表県大会
･････････････････････････････････････････････････
つくりもんまつり（運営、出店）
中田かかし祭（運営、出店）

第一回資質向上講習会
「これだけは知っておきたいリスク管理
ＢＣＰ（事業継承計画）早わかりセミナー」
･････････････････････････････････････････････････
青パト防犯隊出発式

１０月

商工会青年部主張発表中部ブロック大会
･････････････････････････････････････････････････
宮窪大作氏全国商工会青年部連合会
会長就任祝賀会

１１月

第二回資質向上講習会
「不況をチャンスに変える経営ノウハウ
〜自社の強みで市場に化学反応を起こせ！〜」

先進地視察研修会
･････････････････････････････････････････････････
第三回資質向上講習会
１月 「経営力向上セミナー 経営者講習会
今日から使える！第一印象力向上講座」
･････････････････････････････････････････････････
２月 商工会青年部全国組織化４５周年記念大会
･････････････････････････････････････････････････
元気な商工会地域づくり事例発表会

３月

元気事業安全ＢＯＯＫ完成報告会

親睦委員長

上田 聖太郎

広報委員長

沢田 誠致

吉田 明博
平成２４年度事業

福岡さくらまつり（運営、出店）

９月

土倉 慎吾

誠

平成２３年度事業

４月

研修委員長

福岡さくらまつり（運営、出店）

４月

県青連通常総会

高岡といで菜の花フェスティバル
･････････････････････････････････････････････････
５月 通常総会
･････････････････････････････････････････････････
全国統一事業「"絆"感謝運動」清掃活動

６月

呉西ブロック商工会青年部主張発表大会
･････････････････････････････････････････････････
戸出七夕まつり（運営、出店）

７月

青年部対抗ゴルフ大会

第一回資質向上講習会
「フェイスブックの活用方法
〜これからのビジネスに活かす方法と事例〜」
･････････････････････････････････････････････････
リバーサイドフェスタ（運営、出店）

８月

主張発表県大会
･････････････････････････････････････････････････
中部ブロック主張発表大会

９月

つくりもんまつり（運営、出店）
中田かかし祭（運営、出店）

県青連ソフトボール大会
･････････････････････････････････････････････････
県青年部女性部連合会結成５０周年
記念式典・交流パーティ
１１月
先進地視察研修会
･････････････････････････････････････････････････
戸出ふれあい鍋まつり

１月

第二回資質向上講習会
「コーチングによる組織活性化と連携強化」
･････････････････････････････････････････････････
商工会青年部全国大会

２月

親睦懇親会
･････････････････････････････････････････････････
３月 元気な商工会地域づくり事例発表会

７

第三代部長

平成２５年〜２６年度

つながり
上田 聖太郎

このたび高岡市商工会青年部結成１０周年を迎えられますことに心よりお慶び申し上げます。
振り返りますと平成２１年４月の合併当初はこれからの青年部活動について各３地域の垣根を超
え協議を重ねてまいりましたが思うように進まず苦労したのを今でも思い出します。しかし１０年
という長い月日が経つにつれ現在では諸先輩方が築いて来られた地域振興の発展、組織の活性化
など、私が部長就任後も青年部員の皆様方には地域を担う青年経済人として、青年部活動に対し
御理解、御協力をいただき誠に有難うございました。心より感謝申し上げます。
合併後の活動では、昨今農作物被害の原因でもある鳥獣被害の対策を考え、このような鳥獣被
害を地域の恵みへと、道半ばではありますが日々活動してまいりました。またこの活動もあり先
日開催されました、第２１回商工会青年部全国大会愛知大会にて「人づくり部門」での表彰はまさ
に青年部員一人一人の結束力の賜物であると思っております。
私たち商工会青年部はこのように行動力と発想力、時代の変化に対応出来る柔軟性で地域の問
題点を捉え、異業種団体であるからこそ一つの物事を色々な視点から捉え、意見を尊重し合い、
次世代に託せる地域づくりを目指しております。
そして今後とも同じ志を持った仲間共に地域になくてはならない青年団体として発展していた
だきたいと思います。
結びに、この結成１０周年を迎えるにあたり先輩諸兄が築いてこられた地域の絆に感謝を申し
上げるとともに、皆様方の今後益々のご健勝、ご多幸を心より祈念申し上げます。
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長

副 部 長
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上田 聖太郎
岩坪 義昌
平尾 正樹

中山 大興

山岸 憲生

有沢 竜尚

大道 哲郎

沢田 誠致

平成２５年度事業
福岡さくらまつり（運営・出店等）

４月

通常総会
県青連通常総会

高岡といで菜の花フェスティバル
･････････････････････････････････････････････････
県青連商工会青年部対抗ゴルフ大会運営

６月

呉西ブロック商工会青年部主張発表大会

全国統一事業「"絆"感謝運動」献血活動
･････････････････････････････････････････････････
戸出七夕まつり（運営・出店等）

７月

第１回資質向上講習会開催

グルメ開発に向けたしし肉体験研修会
･････････････････････････････････････････････････
リバーサイドフェスタ（運営、出店）

８月

親睦バーベキュー

主張発表県大会
･････････････････････････････････････････････････
イノシシ料理試食会in中田かかし祭

９月

イノシシ料理試食会in福岡町つくりもんまつり

県青連ソフトボール大会
･････････････････････････････････････････････････
１１月 イノシシ料理試食会
inふくおか産業フェスティバル
･････････････････････････････････････････････････
県青連視察研修会

１２月

視察研修会
･････････････････････････････････････････････････
１月 イノシシ料理試食会in戸出ふれあい鍋まつり
･････････････････････････････････････････････････
商工会青年部全国大会

２月

第３回資質向上講習会
･････････････････････････････････････････････････
３月 元気な商工会地域づくり事例発表会

研修委員長

堺谷 崇文

広報委員長

井上 潤一

開発委員長

山口 克次

平成２６年度事業

４月

福岡さくらまつり（運営・出店等）

高岡といで菜の花フェスティバル
･････････････････････････････････････････････････
５月 通常総会
･････････････････････････････････････････････････
県青連商工会青年部対抗ゴルフ大会

６月

全国統一事業「"絆感謝運動」献血活動
･････････････････････････････････････････････････
呉西ブロック商工会青年部主張発表大会
戸出七夕まつり（運営・出店等）

７月

ししバーガー試食会及びアンケート調査
といでdeでいと

射水・高岡合同資質向上講習会
･････････････････････････････････････････････････
リバーサイドフェスタ（運営、出店）

８月

主張発表県大会

主張発表中部ブロック大会
･････････････････････････････････････････････････
中田かかし祭（運営、出店）

９月

つくりもんまつり（運営、出店）

県青連ソフトボール大会
･････････････････････････････････････････････････
ししグルメ開発による地域活性化プロジェクト

１０月

視察研修会

親睦・研修合同委員会視察研修旅行
･････････････････････････････････････････････････
１１月 全国大会
･････････････････････････････････････････････････
ししグルメ開発による地域活性化プロジェクト

１２月

視察研修会
･････････････････････････････････････････････････
戸出ふれあい鍋まつり

１月

第２回資質向上講習会
･････････････････････････････････････････････････
東日本大震災被災地支援事業

２月

第３回資質向上講習会
･････････････････････････････････････････････････
３月 元気な商工会地域づくり支援事業事例発表会

９

第四代部長

平成２７年〜２８年度

つながり
宮崎 龍之介

このたびは高岡市商工会部が設立１０周年を迎えられましたことに心からお祝い申し上げます。
私は４代目部長の職を仰せつかり２年の任期を全うし１０周年を迎えた今もなお現役の部員と
して在籍させていただいております。
１０年前に福岡、戸出、中田の商工会が合併することが決まった時は、まだまだ新米の部員では
ありましたが今後の青年部活動が順調に進むのか心配になったのを今でも思い出します。しかし、
そこはやはり素晴らしい先輩方の努力と部員みんなの青年部愛で乗り越えて来ました。活動する
地域は違えど青年部に対する熱い思いは同じなのだと実感いたしました。
そして１０周年を迎えた今、さらに進化し結束の固まった高岡市商工会青年部がここにあると
確信できます。私自身も青年部活動を通じて自身の商売の在り方、周りの人達への接し方、商工
会に対する考え方、さらには地域への貢献の仕方など色々と勉強させていただき成長させていた
だきました。商工会がなければ今の自分は存在しないと言っても過言ではありません。
この素晴らしい高岡市商工会青年部を１００年先へと続く組織として発展させていくにはまだ
まだ課題は山積みですが残り少ない私の青年部期間を微力ではありますが精一杯務めさせていた
だきたいと思います。
結びになりますが、我々青年部が１０周年という節目を迎えることができましたのも親会の皆様
や同友会、女性部の皆様そして卒業された諸先輩方のおかげだと深く感謝をしております。これ
からも地域から愛される組織となれるよう一層の努力してまいりたいと思います。
部員の皆様も今後益々のご多幸、ご健勝、ご商売繁盛を心からお祈り申し上げご挨拶とさせて
いただきます。

１０

役
部

長

副 部 長
監

事

相 談 役
顧

問

員

宮崎 龍之介

イベント委員長

森

康明

平尾 正樹

開発委員長

岩坪 義昌

中山 大興

通常総会

射水･高岡ブロック交流会
ゴルフ大会
第１回資質向上講習会

主張発表大会県大会
･････････････････････････････････････････････････
リバーサイドフェスタ２０１５

８月

中部ブロック交流研修会
･････････････････････････････････････････････････
高岡商工会議所会頭杯ゴルフコンペ
いみずウルトラクイズ＆商工会青年部グルめぐり
中田かかしまつり
福岡町つくりもんまつり

視察研修旅行
･････････････････････････････････････････････････
ソフトボール大会
庄川町商工会青年部結成五十周年記念式典
第２回資質向上講習会

きときとＴＯＹＡＭＡ逸品フェスタin
全国伝統的工芸品フェスタin富山
･････････････････････････････････････････････････
青年部全国大会

１１月

東日本大震災被災地支援事業

全国コロッケフェスティバルin高岡
･････････････････････････････････････････････････
１月 第３回資質向上講習会
･････････････････････････････････････････････････
元気な商工会地域づくり支援事業事例発表会

３月

平成２８年度事業

ふくおかさくらまつり

"絆"運動（献血）
･････････････････････････････････････････････････
戸出七夕まつり

１０月

銭座 健太朗

上田 聖太郎

６月

９月

伊勢 広大

土倉 慎吾

富山県商工会青年部連合会通常総会
･････････････････････････････････････････････････
呉西ブロック主張発表大会

７月

山本 健司

桃井 正芳

平成２７年度事業

４月

親睦研修委員長

富山県友好青年４団体と富山県内若手県議会
議員および市議会議員との座談会
第２回射水･高岡ブロック商工会青年部
ゴルフコンペ

高岡商工会議所青年部第９２回定時総会

４月

ふくおかさくらまつり
通常総会

県青連・通常総会
･････････････････････････････････････････････････
第１回資質向上講習会

６月

青年部対抗ソフトボール大会
全国統一事業"絆"感謝運動

呉西ブロック主張発表大会
･････････････････････････････････････････････････
戸出七夕まつり夜店出店

７月

主張発表大会県大会
射水・高岡ブロック交流会
第２回資質向上講習会

高岡商工会議所青年部創立５０周年式典
･････････････････････････････････････････････････
リバーサイドフェスタ２０１６

８月

中部ブロック交流研修会
･････････････････････････････････････････････････
なんとで遊ぼう！〜ＳＹＯＫＵの祭典〜

９月

福岡町つくりもんまつり
中田かかし祭

青年部対抗ゴルフ大会
･････････････････････････････････････････････････
１０月 全国コロッケフェスティバルin龍ヶ崎
･････････････････････････････････････････････････
青年部・女性部全国組織化５０周年記念式典
及び第１８回全国大会
１１月
射水・高岡ブロック青年部ゴルフコンペ
･････････････････････････････････････････････････
戸出ふれあい鍋まつり

１月

第３回資質向上講習会
･････････････････････････････････････････････････
第４回資質向上講習会

２月

東日本大震災被災地支援事業

視察研修会
･････････････････････････････････････････････････
３月 元気な商工会地域づくり支援事業事例発表会

１１

第五代部長

平成２９年〜３０年度

つながり
森

康明

このたび高岡市商工会青年部が設立１０周年を迎えられましたことに心からお祝い申し上げ
ます。
入部３年目にして部長を務めさせていただくことになり、初めのうちは不安でいっぱいでした
が、心強い青年部員の仲間が支えてくれたおかげで、２年間の任期を全うすることができました。
事業、広報、親睦研修の３つの委員会から成る組織体制とし、各委員会からは若さと行動力に
満ち溢れた青年部ならではの企画・運営案が出され、地域イベントを盛り上げるための新たな出
店、事業をはじめケーブルテレビやＳＮＳを活用した広報活動、部員の資質向上と親睦を深める
ことを目的とした講習会の開催など充実した活動ができました。
これもひとえに青年部員の真摯な取り組みと携わっていただいた皆様のご理解とご協力があっ
てのことと思います。支えていただいた皆様には心から感謝申し上げます。今後は青年部員の減
少が懸念されますが、部員同士の繋がりをより一層強固なものとし、商工会青年部の魅力を広め
部員を増強し、新しい仲間と共にこの令和の時代を突き進み次の世代に引き継いでいただきたい
と思います。
これまでの１０年の歩みを礎に、地域の振興発展のため活力に満ちた活動をされることを期待
するとともに、皆様方の今後益々のご健勝、ご多幸、ご活躍を心よりご祈念申し上げます。
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長

副 部 長

監

事
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森

員

康明

山本 健司
上田 友久

金田 宙行

桃井 正芳

土倉 慎吾

ふくおかさくらまつり
富山県商工会青年部連合会通常総会

通常総会
･････････････････････････････････････････････････
全国統一事業 絆 感謝運動

６月

青年部対抗ソフトボール大会

呉西ブロック主張発表大会
･････････････････････････････････････････････････
戸出七夕まつり夜店出店

７月

射水・高岡ブロック交流親睦会
主張発表大会県大会

第１回資質向上講習会
･････････････････････････････････････････････････
リバーサイドフェスタ２０１７

８月

中部ブロック商工会青年部連合会交流研修会

第３回いみず祭り
･････････････････････････････････････････････････
青年部対抗ゴルフ大会

９月

福岡町つくりもんまつり
プロジェクションマッピング

中田かかし祭
･････････････････････････････････････････････････
第２回資質向上講習会

１１月

商工会青年部全国大会
･････････････････････････････････････････････････
１２月 富山県青年４団体交流チャリティーゴルフ大会
･････････････････････････････････････････････････
戸出ふれあい鍋まつり

１月

第３回資質向上講習会
･････････････････････････････････････････････････
先進地視察研修会

２月

高桑 茂和

事業委員長

高木 良史

広報委員長

大島 一範

宮崎 龍之介

平成２９年度事業

４月

親睦研修委員長

宮城県青連交流研修会
富山県商工会議所青年部連合会臨時総会

ふくおかひなまつり
･････････････････････････････････････････････････
３月 元気な商工会地域づくり支援事業事例発表大会

平成３０年度事業

４月

高岡商工会議所青年部 第９６回定時総会
ふくおかさくらまつり
射水市商工会青年部通常総会
富山県商工会青年部連合会通常総会

通常総会
･････････････････････････････････････････････････
５月 富山県商工会議所青年部連合会
「第４２回定時総会・大懇親会」
･････････････････････････････････････････････････
青年部対抗ゴルフ大会

６月

全国統一事業

絆

感謝運動

第６回全国コロッケフェスティバルin高岡

呉西ブロック主張発表大会
･････････････････････････････････････････････････
戸出七夕まつり夜店出店

７月

射水・高岡ブロック交流親睦会
主張発表大会県大会

第１回資質向上講習会
･････････････････････････････････････････････････
リバーサイドフェスタ２０１８

８月

第４回いみず祭り

中部ブロック商工会青年部連合会交流研修会
･････････････････････････････････････････････････
青年部対抗ソフトボール大会

９月

中田かかし祭
福岡町つくりもんまつり

つくりもんまつり×CHUMSコラボＴシャツ販売
･････････････････････････････････････････････････
１０月 第２回資質向上講習会
･････････････････････････････････････････････････
先進地視察研修会

１１月

商工会青年部全国大会
･････････････････････････････････････････････････
戸出ふれあい鍋まつり

１月

第３回資質向上講習会
･････････････････････････････････････････････････
宮城県青連交流研修会

２月

青年部ゼミナール
･････････････････････････････････････････････････
ふくおかひなまつり

３月

元気な商工会地域づくり支援事業事例発表大会

１３

部員名簿
青 年 部 Ｏ Ｂ
浅地 隆佳

㈲あさぢ住設

高岡市福岡町下蓑新３８９
ＴＥＬ６４‑３４５２ ＦＡＸ６４‑５４９６

荒木 豪一

荒木豪一事務所

高岡市福岡町下蓑新４３３
ＴＥＬ６４‑１７１１ ＦＡＸ６４‑１７１２

大道 哲郎

大道塗装

高岡市福岡町江尻４２０
ＴＥＬ６４‑４００９ ＦＡＸ６４‑４０４９

岡本

岡本設備

高岡市福岡町大滝６０５‑３
ＴＥＬ６４‑３９４８ ＦＡＸ６４‑３９４８

北野 大作

㈱キタノ商事

高岡市福岡町三日市３３７‑２
ＴＥＬ６４‑３３０７ ＦＡＸ６４‑３５５６

木村 五月

㈲木村パッケージ

高岡市福岡町三日市２８０‑１
ＴＥＬ６４‑３０７３ ＦＡＸ６４‑６６５４

雲宮 敏行

雲宮鉄工所

高岡市福岡町赤丸４０７
ＴＥＬ３１‑０９８０ ＦＡＸ３１‑０９８０

酒井 貴紹

天龍

高岡市中田５１８５
ＴＥＬ３６‑１１２０

堺

㈱北栄商会

高岡市福岡町江尻２４７‑２
ＴＥＬ６４‑２９３３ ＦＡＸ６４‑５２１４

佐原 篤史

㈱サハラメタルワーク

高岡市福岡町土屋７０１‑１
ＴＥＬ６４‑４５５２ ＦＡＸ６４‑５２８４

沢井

沢井鉄工

高岡市戸出市野瀬３７３
ＴＥＬ６３‑２０６５ ＦＡＸ６３‑２０６５

沢田 誠致

㈲沢田金物

高岡市戸出町３‑１１‑１１
ＴＥＬ６３‑０２５３ ＦＡＸ６３‑０５７３

専徒 英一

㈲専徒工業

高岡市常国５５２‑１
ＴＥＬ３６‑０７１７ ＦＡＸ３６‑０７５６

高田 憲弘

高田電機工業

高岡市福岡町下蓑新３２０
ＴＥＬ６４‑２２４２ ＦＡＸ６４‑５２０４

長澤 幸武

長沢鉄筋工業

高岡市福岡町三日市３６０
ＴＥＬ６４‑４０１２ ＦＡＸ６４‑４５５９

長澤 勝将

さくらの木歯科

高岡市福岡町下蓑新４２６‑２
ＴＥＬ６４‑０５０７ ＦＡＸ６４‑０５０８

長田 和博

㈲ＢＭＥＲ

高岡市福岡町一歩二歩７１７‑１
ＴＥＬ７３‑２４３４ ＦＡＸ７３‑２４３４

長田 匡浩

フルーツナガタ㈲

高岡市戸出伊勢領２３６５‑９
ＴＥＬ６３‑０２１７ ＦＡＸ６３‑６６８７

中野

オートファクトリー 中野

高岡市福岡町矢部７８７
ＴＥＬ６４‑３０２０ ＦＡＸ６４‑３０２０

長原 真士

㈲長原ウオーターリペア

高岡市戸出町４‑４‑１２
ＴＥＬ６３‑３９２６ ＦＡＸ６３‑３０１７

林

三雄

ビュテーサロン ひよし

高岡市戸出町３‑３‑１３
ＴＥＬ６３‑１０２３ ＦＡＸ６３‑２３８２

林

渉

林コンクリート工業㈱

高岡市福岡町土屋３１７
ＴＥＬ６４‑２０８７ ＦＡＸ６４‑５６４４

藤

豪一

理容 ふじ

高岡市戸出町３‑８‑１２
ＴＥＬ６３‑０６１８

古村電機

高岡市福岡町矢部８５８‑２
ＴＥＬ６４‑２３７３ ＦＡＸ６４‑３７３０

山下 博之

山下石材店

高岡市戸出町３‑３‑５
ＴＥＬ６３‑１００９ ＦＡＸ６３‑１０２４

吉田 明博

㈲文華堂 吉田印刷

高岡市戸出町２‑１２‑１５
ＴＥＬ６３‑３９６３ ＦＡＸ６３‑００４１

古村

１４

淳

剛

誠

彰

渡

青 年 部 員
有沢 竜尚

有沢鮮魚店

高岡市福岡町福岡新６９８
ＴＥＬ６４‑２１４１ ＦＡＸ６４‑２１６２

石丸 健太

石丸内装

高岡市中田３６９１‑１１
ＴＥＬ３６‑０６０９ ＦＡＸ３６‑０６０９

伊勢 広大

伊勢組

高岡市福岡町江尻５７３‑２
ＴＥＬ６４‑４１０２ ＦＡＸ６４‑１０９３

井上 潤一

㈲井上板金工業

高岡市小泉新５
ＴＥＬ３６‑８０２０

岩坪 義昌

㈱丸豊製作所

射水市津幡江７０２‑２
ＴＥＬ８４‑９２１７ ＦＡＸ８４‑９２１８

上田 聖太郎

㈱ウエダ

高岡市福岡町下蓑新３２７
ＴＥＬ６４‑３１９０ ＦＡＸ６４‑３１９１

上田 友久

㈲ウエダ住設

高岡市福岡町福岡新８３０
ＴＥＬ６４‑２４２２ ＦＡＸ６４‑２８１５

上水

稔

㈲福岡運送

高岡市福岡町一歩二歩８９６‑４
ＴＥＬ６４‑４５３５ ＦＡＸ６４‑５６７７

大島 一範

㈲大島建設

高岡市中田４７９２
ＴＥＬ３６‑０２８３ ＦＡＸ３６‑１８１９

金田 宙行

ＨＡＩＲ ＯＡＳＩＳ美容室 たうん

高岡市戸出町５‑１‑６
ＴＥＬ６３‑２０１０ ＦＡＸ６３‑２０１０

斉藤

富山銀行福岡支店

高岡市福岡町大滝１４９‑４
ＴＥＬ６４‑５７７０ ＦＡＸ６４‑５７８０

酒井 孝之

福岡食品㈱

高岡市福岡町下蓑２４０９‑２
ＴＥＬ６４‑２０３０ ＦＡＸ６４‑２０３０

堺谷 崇文

堺谷建築

高岡市山下２２
ＴＥＬ３６‑０８８３

篠原 雄一

篠原研磨

高岡市福岡町下老子５８７
ＴＥＬ６４‑３７７５

杉本 大和

杉本工業

高岡市福岡町矢部７００‑５
ＴＥＬ９５‑３３５３ ＦＡＸ９５‑３３５４

銭座 健太朗

銭座瓦店

高岡市常国２１５
ＴＥＬ３６‑０５２６

高木 良史

タカギ工業

高岡市福岡町小野２７７
ＴＥＬ６５‑１２０７ ＦＡＸ７５‑７４９７

高桑 茂和

㈲高桑ハウス工業

高岡市下麻生１４２
ＴＥＬ３６‑０５８２ ＦＡＸ３６‑０５９４

武田 賢治

炭火焼鳥 ちゃーぶだい

高岡市戸出町５‑５‑４１
ＴＥＬ６３‑３９５５ ＦＡＸ６３‑３９５５

田中 一夫

Ｓ ｃｏｒｔ

高岡市下麻生１３８２‑１
ＴＥＬ３６‑２３３０ ＦＡＸ３６‑２３３０

土倉 慎吾

㈲土倉工業

高岡市中田４１２
ＴＥＬ３６‑０８４５

寺田 則昭

寺田工業

高岡市福岡町西明寺１１１１
ＴＥＬ６４‑２８９７ ＦＡＸ６４‑６３６６

長澤 芳弘

㈱アビリティー

高岡市福岡町三日市２２５‑１
ＴＥＬ６４‑５５５７ ＦＡＸ６４‑５５５９

中田

㈲中田建設

高岡市福岡町上蓑３３５‑１
ＴＥＬ６４‑３２５４ ＦＡＸ６４‑３２８５

中谷 光臣

中谷建築板金工業所

高岡市下麻生伸町８５９‑２３
ＴＥＬ３６‑１４４５ ＦＡＸ３６‑１４４５

中山 大興

第一印刷

高岡市福岡町大滝６６４‑１
ＴＥＬ６４‑２９５８ ＦＡＸ６４‑２９５８

創

誠

ＦＡＸ３６‑１７９９

ＦＡＸ３６‑１２２２

ＦＡＸ３６‑２０２６

ＦＡＸ３６‑１８７４

１５

部員名簿
青 年 部 員
スナック 由季

高岡市戸出町２丁目１２‑９
ＴＥＬ６３‑４１０６ ＦＡＸ６３‑１６１９

㈲メタルワークノハラ

高岡市戸出光明寺８７
ＴＥＬ６３‑１６３５ ＦＡＸ６３‑３３９９

野原 雄一郎

野原板金店

高岡市戸出光明寺１５０３‑２
ＴＥＬ６３‑０４７２ ＦＡＸ６３‑０４７２

萩澤 貴晃

高岡信用金庫福岡支店

高岡市福岡町下蓑新３８７
ＴＥＬ６４‑３２２１ ＦＡＸ６４‑５７４３

原

㈲原瓦販売店

高岡市戸出吉住３９８
ＴＥＬ６３‑０３６７ ＦＡＸ６３‑２５８９

平尾 正樹

平尾製作所

高岡市下麻生伸町８５９‑２６６
ＴＥＬ３６‑１０５６ ＦＡＸ３６‑１０５７

平野 光宣

平野工業

高岡市福岡町下老子８１２‑５
ＴＥＬ０９０‑７７４５‑９３６０ ＦＡＸ５０‑８７５０

広地 大介

広地建設㈱

高岡市醍醐５８０
ＴＥＬ６３‑１６４６

古村 昴一

㈱フルテック

高岡市福岡町矢部６０１
ＴＥＬ６４‑１１９５ ＦＡＸ６４‑１１９６

本田 祐一

㈱本田庭園

高岡市戸出吉住６３８
ＴＥＬ６３‑４１２８ ＦＡＸ６３‑４５２８

前田 拓矢

前田瓦工事店

高岡市戸出町３‑１２‑１７
ＴＥＬ６３‑０６８０ ＦＡＸ６３‑５９５５

松原 喜和

松原清松堂

高岡市常国５９８
ＴＥＬ３６‑０１１７

三上

茂

㈱サンシーカードック

高岡市長慶寺７５８‑３
ＴＥＬ２５‑３４３４ ＦＡＸ２５‑１４４１

三谷

圭

三谷電器商会

高岡市中田４８１４
ＴＥＬ３６‑００６６ ＦＡＸ３６‑００２６

宮崎 龍之介

伸幸塗装㈱

高岡市中田４５１‑１
ＴＥＬ３６‑１１０３ ＦＡＸ３６‑１８３８

桃井 正芳

㈱桃井組

高岡市小泉新２３‑１
ＴＥＬ３６‑０１６８ ＦＡＸ３６‑２２７６

森

㈱北陸流通企画

高岡市醍醐８７８
ＴＥＬ６３‑８０８１

山岸 憲生

ヘアースタジオ やまぎし

高岡市常国２８１‑３５
ＴＥＬ３６‑２３３０

山口 克次

㈱スパークルカンパニー

高岡市福岡町大滝１０９７‑３
ＴＥＬ７５‑４２４８ ＦＡＸ７５‑３９６４

山田

珈琲パーラー Ｐ.ｂｅｒｒｙ

高岡市戸出大清水３１１
ＴＥＬ６３‑６４９２ ＦＡＸ６３‑６４９２

山谷 亮介

㈲山谷建設

高岡市下麻生１３４５‑１
ＴＥＬ３６‑１１３６ ＦＡＸ３６‑０６０７

山本 健司

㈲山順測量設計

射水市布目沢３６１‑１
ＴＥＬ５３‑８５５５ ＦＡＸ５３‑８５５０

吉江 栄伸

ロココ

高岡市福岡町福岡新７２
ＴＥＬ６４‑１０１１ ＦＡＸ６４‑６５３９

沼
野原

１６

明希
進

尚弘

康明

愛

ＦＡＸ６３‑４３１６

ＦＡＸ３６‑２６１７

ＦＡＸ６３‑８０７１

編集後記
設立１０周年記念式典の開催並びにこの記念誌の発行にあたり実行委員会を
立ち上げ準備を進めてきました。
これまでの歩みを振り返り記念事業を進めていく中で、これまでご尽力され
てきた諸先輩方の多大なる努力のお陰で現在があることを改めて痛感しました。
私たちも現役部員の団結力を高め次の世代へつないでいくことを意識し事業を
進めてきました。
時代は変わっても商売は人と人との繋がりで成り立ち、人を大切にする企業
（事業所）が今も続いています。平成から令和に変わり、大きな変革を迎える
高岡で、次世代へ夢のあるバトンを渡すことができるよう、私たちは地域の声
に耳を傾け、青年部活動を続けてまいります。そして地域の皆様に信頼される
青年部でありたいと存じます。
設立１０周年記念式典の開催並びに記念誌発行に際しご尽力いただきました
すべての方に感謝申し上げます。
高岡市商工会青年部
１０周年記念式典実行委員長

野 原

高岡市商工会青年部１０年のあゆみ
発

行

発行者

令和２年１月
高岡市商工会青年部
〒９３９‑１１０４ 富山県高岡市戸出町８番１０号
ＴＥＬ ０７６６‑６３‑６５８５ ＦＡＸ ０７６６‑６３‑６５８５

２

進

