
ご 挨 拶               社団法人酒田法人会　青年部会長　梅田 光隆
昨年 11 月に、(社)酒田法人会青年部会設立 10 周年記念事業を挙行するにあたり、酒田
税務署長、(社)酒田法人会会長はじめ関係諸団体、そして、多くのＯＢの方々よりおいでを
頂き、盛大に開催をすることができましたこと、改めまして深く感謝を申し上げます。

おかげさまを持ちまして本年、11年目を迎えることができました。ここに、第 6代部会
長としまして当青年部会 10年の歴史の重さを、心身ともに感じているところであります。
初代和島部会長は、「人間づくり・我づくり」をテーマとし、今日の部会の礎を築いてこ

られました。その後、部会長 3 代に渡って開催されました社会貢献事業「みんなで選ぶ絵
画展」や、いくら参加してもうまくならなかったダンスパーティ、そして、様々な講師を

お呼びしての講演会やセミナーの開催など、今でも懐かしい想い出として記憶しています。

大切にしている言葉に「温故知新」という言葉があります。青年部会 11年目新たなる出
発の年と位置づけをし、今までの経験を参考にこの言葉の意味を十二分に理解をした上で、

新年度 5つの委員会の活動に生かして行ければと考えます。
最後になりますが、経験豊富な先輩たちが毎年卒業して行くなか、会員の増強を推し進

めながら 2 年間精一杯努めて行きます。楽しくためになる青年部会づくりを、会員みんな
でいっしょに築いて行きましょう。

第 11回通常総会 開催される
平成 16年 6月 9日（水）午後 6時より、ホ
テルリッチ酒田にて社団法人酒田法人会青

年部会 第１１回通常総会が、秋葉酒田税務
署長様、阿部法人課税第二部門統括国税調査

官様、長坂副会長をご来賓としてお迎えし開

催されました。議事については、第 1号議案
から第 4 号議案まで原案のとおり承認され、
その後来賓を代表して、秋葉酒田税務署長よ

りご挨拶を頂き総会は終了しました。

総会終了後、「S・H・I・Pミニコンサー
ト」のアトラクションがあり、その後卒業

式、新入会員の歓迎を兼ねた懇親会は梅田

新部会長の挨拶で開会し乾杯の後、卒業生

に記念品が贈呈され思い出や今後の青年

部会への期待を述べられました。その後、

新入会員が紹介され、なごやかな交流のな

か盛会裡に閉会しました。
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懇親会にて挨拶する梅田新部会長（写真左）、SHIPミニコンサート（写真右）



　

副部会長　井上　義裕
　平成 14・15 年度は会員交流委員長として、直前部会長の下、各懇親会・講演会・10 周年等

の事業の企画・立案・運営に関らせて頂き、楽しい時間を過ごさせて頂きました。ご協力、真

に有難うございます。

　さて、平成 16・17 年度は、梅田部会長が強い想いを持っておられる、身の周りの「いじん」

を取り上げる本を作ろうという社会貢献委員会担当の副部会長を仰せ付かりました。

このような大変な経済状況の下で、なお一層、地域の子供たちに夢を持たせられるかもしれな

い、このような事業の必要性は高まっているものと愚考します。私自身は委員会の事業のサポ

ート役として、小野寺委員長・堀副委員長に微力ながらも精一杯の助力が出来ればと考えてお

ります。

　皆様におきましても、社会貢献委員会及び梅田青年部会活動に是非、多大なるご支
援をお願いします。

副部会長  齊藤  修一
  この度梅田部会長の下で副部会長を努めることになりました。実は、一昨年の「青年部会設

立１０周年・税を知る週間記念講演」におきまして、梅田実行委員長の下、副実行委員長（広

報委員より）を努めさせていただきました。委員長はじめ、各担当委員長の皆様方よりいろい

ろな事を学び、そして貴重な経験をさせて頂きました。昨年の体験を生かしこれからの２年間、

微力ではありますが、精一杯努めてまいります。

  さて、担当委員会は会員委員会に属する「税務委員会」を担当させていただきます。委員会

の皆さんと一緒に融通無碍の如く取り組み、会員の皆様から「いいね～」と言われる事業が開

催できるものと思います。

  部会の各事業は、身近な自己啓発の場として最適である。積極的に参加し、親睦を深め、お

いしい青年部会にしましょう。

副部会長  阿部　広幸
　今年度より梅田新部会長の補佐役として、また会員交流委員会の助言役として、副部会長の

任命を受けました阿部広幸です。仕事としましては梅田部会長、大井副部会長、齋藤英輔会員

交流委員長の仕事がスムーズにいくように、また盛りだくさんな青年部会の活動をより有意義

に、楽しくしていければなぁと思っております。

得意な事はあまりないと言うかほとんどなくて、苦手なことはいっぱいありまして、文章を

書くこと、パソコン等、この青年部にはいってから覚えた貴重な体験をいかせるよう、頑張っ

ていきたいと思います。あしをひっぱることと思いますけど、みなさん助けてください。

副部会長  大井　勝喜
今年度から 2 年間副部会長を、梅田会長よりお仰せつかりました大井です。まだ副部会長

は何をしたらいいのかわからない面が多々有ると思いますが、皆さんのお手を借りながら一

生懸命頑張りたいと思います。

また、総務委員会と広報委員会の担当と言うことで法人会青年部がスムーズに活動できる

ように、また梅田会長が思っていることを、皆さんに伝え活気ある青年部にしていきたいと

思いますのでよろしくお願いします。

副部会長

委 員 長
所    信
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総務委員長  阿部　敏和
この度、総務委員長を仰せつかりました阿部と申します２年間どうぞよろしくお願い申し

上げます。今年度は梅田部会長の方針であります、過去の事業の見直しの一環であります書

道教室を開催します。最近は、パソコンの普及で文字を書くことが減り筆無精になっている

人が多いはずです。特に毛筆は小学校以来、墨を磨ったことがない人がほとんどではないで

しょうか。時期や期間等は、これから委員会でつめていきますが、ペン字等もできればと考

えておりますので、開催の際は多数のご参加お願い申し上げます。

また、諸会議、各行事の速やかな運営のため庄司副委員長はじめ総務委員会全力で梅田丸

を盛り上げていきたいと考えておりますのでよろしくお願い申し上げます。

広報委員長  野口　高志
 今年度から新たに広報委員会ができました。

広報委員会では年 2 回の「広報誌」発行、写真データの整理、青年部会のホームページの管

理が主な活動ですが、外部に向けた青年部会の PR 活動が使命だと思います。

上記の 2 つのメディアを通して、青年部会が実行している業務を法人会会員及び会員外の

より多くの皆さまにお伝えできればと、広報委員一同で頑張っていきたいと考えておりま

す。特にホームページは各委員会の活動やお知らせ等にもどんどん使っていただけるように

努力していきますので皆様のご協力をお願いします。

また青年部会も 11 年目に入り、部会報のネーミングについても皆様のご意見をお聞きし

たいと考えております。どうぞ 2 年間よろしくお願いします。

会員交流委員長  斎藤　英輔
　難しいことは他の委員会に任せ、梅田船の遊びの部分を２年間担当することになりまし

た。「温故知新」の旗のもと、１３人の侍で新旧さまざまな遊びを織り交ぜ、会員親睦の活

動を、年２回以上企画していきたいと思います。ご協力をよろしくお願いいたします。１回

目は１０月頃に、「さかた」ならではの食をとりながら、「さかた」の探訪を計画中です。是

非、この機会に、あらためて「さかた」の良さを見つけて下さい。多数のご参加をお待ちし

ております。

社会貢献委員長  小野寺　順一
　社会貢献委員会は、「温故知新」という言葉が好きな梅田部会長の思いを受けて「酒田・

飽海地区出身の偉人・文化人の発掘と調査」というテーマでの委員会活動になります。

　さまざまな分野で活躍し偉大な功績を残した先人達より、何かを学び取る事は大切なこと

です。しかし、現役として現在活躍されている方もたくさんいると思われます。

青年部らしい視点からの発想として、現代より少しずつ過去に戻っていく調べかたもありま

すので、委員会では平成・昭和の時代に活躍された方、また現役として活躍されている方の

情報を集めています。

　会員の皆様にも「ＳＨＩＰ（酒田市出身）」以外で、あなたの知っているえらいひとがお

りましたら御協力の程よろしくお願いします。皆様におきましても、社会貢献委員会及び梅

田青年部会活動に是非、多大なるご支援をお願いします。

税務委員長  阿曽　信幸
　本青年部会の規約に「目的」を達成するための「事業」として、第一番目に「良き経営者

をめざし、資質の向上を図るため、税務・経理及び経営等に関する研修会、講演会等を開催

する。」とあげられております。

　当委員会は、それを受けて、今年度２回程セミナー開催を計画させていただきました。第

１回目は、酒田税務署様から、税制改正についてご説明をうけることになっております。

　堅いイメージの委員会ではありますが、「聞き逃して失敗したなぁ」と思われるような「わ

かり易く、笑いながら覚えられたなぁ」と感想が聞けるように努力したいと思いますので、

どうぞ、気軽にご参加願います。２年間、宜しくお願いいたします。
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社団法人 酒田法人会 青年部会
〒998-0044 山形県酒田市中町 2-4-1 マルホンビル 2F
TEL. 0234(26)4772  FAX 0234(26)4788
Web Site: http://www3.ocn.ne.jp/~s.houzin
E-Mail:   s.houzin@jeans.ocn.ne.jp

企画・編集　広報委員会

■ 編集後記
編集に際しご協力をいただいた皆様ありがとうございました。

少しだけリニューアルしましたが、次回の会報からは新企画を予定し

ています。

温故知新 ~ そして未来へ・・・ ~
　　     　　　　 　　　　（北庄内の偉業を成した
人々）

　　                      ～社会貢献委員会～
社会貢献事業の一環として、 「酒田・飽海地区出身で平成・昭
和の時代に、様々な分野で活躍され功績を残された方、現役と
して活躍されている方」 の情報を集めています。集められた資
料をもとに事業・功績を紹介した年表を作成し、小・中学校での
学習、PTA 活動でのお役に立てればと考えております。地域の
先人・先輩たちの功績を再認識し、地域における自らのアイデン
ティティ形成の一助になれば幸いです。
※音楽・芸能・芸術・文学・スポーツ・・・などなど、ジャンルは全く問いません。

◆詳しくはホームページをご覧ください

http://www3.ocn.ne.jp/~s.houzin

平成 16 年６月 26 日　第１回山形県法人会連合会青年

部連絡協議会が、庄内の地で開催された。当日は、午後２

時より、映画「蝉しぐれ」ロケ地見学、羽黒山散策後、出羽

三山神社にてご祈祷し、尾形久信宮司による講話をお聞き

した。その後、鶴岡市に戻り、東京第一ホテルにて同協議

会会議が開催され、当青年部会からは、梅田部会長他９名

が参加した。
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青年部会員増強について
青年部会では部会員増強を目標に掲げております。事業内容も
魅力のある青年部会になるように充実を図っております。是非、
皆様のご理解、ご協力をいただきたくお願い申しあげます。

卒業生および新入会員
平成１６年度青年部会通常総会の懇親会において、卒業式が執
り行われた。平成１５年度卒業生の菊地史郎氏が、お別れの挨
拶を行なった。
　　　　　　　【卒業生】

事 業 所 名 氏  名 生年月日

㈱中合清水屋店 辻　　繁記 S28.05.30
キクチフラッグス 菊地　史郎 S29.01.19

　　　　　　　　【新入会員】
事 業 所 名 氏  名 生年月日

㈱丸高 高橋　　剛 S31.10.17
㈲ニーズ 野口　高志 S32.02.23
荘内證券㈱ 渡部　栄治 S34.08.04
有輝電気㈲ 阿部　敏則 S35.06.01
ミナモト電気㈱ 佐藤　憲ニ S40.03.20

卒業生挨拶をする

「菊地史郎」氏

税を知る週間
11月 11日~17日は「税を知る週間」となっています。
この税を知る週間に、社団法人酒田法人会女性部会
１０周年記念事業として、加藤タキ氏による記念講
演会を開催いたします。どうぞ、ご参加ください。

第１回山形県法人会連合会青年部連絡協議会 開催

記念講演

加 藤 タ キ
愛 と勇気 と感 動
̃自分らしく輝いて生きる～

日 時　 平成16年11月17日(水) 午後7 時開演（午後６時30分開場）

会 場　 酒田市民会館  希望ホール

※入場無料ですが、入場整理券が必要です。

入場整理券は次のところでお求め下さい。
◆(社)酒田法人会（マルホンビル２F）　◆山居倉庫　酒田夢の倶楽
◆酒田市役所地下売店　◆酒田市総合文化センター

入場無料

主催／社団法人酒田法人会・女性部会

共催／青年部会・三水会・酒田飽海地区間税会

尾形久信宮司による講話を拝聴する青年部会会員

酒田の隠れた名所巡り　～会員交流委員会～
我が町「酒田」の隠れた名所を巡り、酒田を再認識する交流事
業を計画中。屋形船「みづき」利用の検討や見学場所を選定な
ど委員会にて検討中。詳細決まり次第ご案内します。

税務セミナー開催　～税務委員会～
酒田税務署 太田統括上席国税調査官をお迎えし、税務セミナー
を開催予定。テーマは「平成 16年度税制改正について」。
◆開催日時：９月８日 18:30～19:30 アトラーム酒田にて

プレゼント

情報を提供して頂いた方々より抽選で３０名の方に、
蒲徳商店の「かまぼこ詰合せ」又は梅田食品製造本舗
の「むきそば詰合せ」のいずれかをプレゼントいたしま
す。商品の発送をもって当選のご案内といたします。

締　切
平成１６年

１２月３１日

「 あなたのまちの がんばった人
　　　　　　　　　　　　　　がんばっている人　おしえてください　」


