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青年部会『新春講演会』開催

講師
演題

思春期保険相談士
後 藤 敬 子 氏
「親子にとって大切な時間」
―思春期をめぐるＳＯＳ―

２月１４日（木）
於 ホテルリッチ＆ガーデン酒田

後藤先生は、行政歴約 10 年、臨床歴約 18 年の経験
を生かし、新生児から老年期までの悩み相談、在宅寝
たきりの方への家庭訪問また、近隣の小・中・高校で
の思春期教室、その父兄を対象にした講演、妊娠中の
両親学級、子育て講演など各地域でご活躍されており
ます。平成 19 年には、第 29 回母子保健奨励賞受賞、
毎日新聞社賞受賞されました。
（荘内日報社 HP 掲載）

後藤先生の講演風景

新年会

今回の講演は、身近な子供達の悩み相談毎に、どの
ように対応しているかを例に、親子にとって大切な時
間とは何か。その時間を作っていないのは誰か。子供
たちの悩みを察知できるか。
・・・
後藤先生の一言一言に感銘を受けました。
荘内日報の一面に月に２回程度、
『ごっとさん、どうしよう−思春期をめぐる SOS−』
が、掲載されます。是非ご覧下さい。

新春講演会終了後、後藤敬子先生も参
加頂き、新年会が開催されました。講演
会の質疑時間では質問しきれなかった
質問や相談が、多くのメンバーから後藤
先生にされました。この場でも後藤先生
から丁寧なアドバイスを頂きました。
新年会では、杉沢民謡一座の皆様が面白
楽しく、会場を盛上げて下さいました。

大谷部会長

挨拶

「ばんば舞」に、会場は終始笑いの渦でした。(上)
「最上川舟歌唄」の美声に吸い込まれました。(下)
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横浜ベイスターズ 工藤

税を考える週間記念講演

講師

﹁生涯現役 工藤家の戦い ﹂

公康

演題

開演 午後二時

日時 平成十九年十一月十四日︵水︶

開場 午後一時

場所 ベルナール酒田

四階 グランドボール・ルーム

氏

「運は努力した人間のみが勝ち取るもの。努力は、必ず報われる。
」
酒田市 表敬訪問
横浜ベイスターズファンの
阿部市長と終始歓談。
いささか緊張気味の工藤選
手でした。

山居倉庫で記念撮影
工藤選手もお気に入りの山居
倉庫でした。
拝観できないのが残念でした。
記念撮影

講演風景

松原小学校にて
「夢を追い、あきらめないことの大切さ」を講演し、その後、
「怪我
をしにくい投球フォーム」を実技指導。
最後に子供達が工藤投手を囲んでカシャッ！みんな笑顔だね〜。

ん〜 若干１名
カメラ目線…

講演会後、書籍販売でサイン会。
1 時間にも及びました。

大谷部会長 工藤選手と名刺交換

サイン会終了後、お疲れのところ、反省会
にも顔を出してくれました。本当にナイス
ガイの工藤選手、ありがとうございました。
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会員交流委員会

平成 19 年 10 月 18 日（木）秋晴れの中、カートソレイユ最上川にて「かっとび交流会」行ないました。
会員同士の交流を深めるだけでなく、他の団体との交流、そして、せっかく地元にあるカートコースを体験
しようということで今回の企画が実施されました。
当青年部より 8 名、酒田ＹＥＧより 3 名、計 11 名で、
最高ラップタイムを競い合いました。 ほとんどの参加者が
初めてということで、最初乗り込んでからの 1 周目は恐る
恐る手探り状態の運転でしたが、2 周、3 周と周回を重ねて
いく度に見る見る上達し、ラップタイムがどんどん短縮し
ていきました。中でも大谷部会長は本当に初めてなのか？
びっくりするほどのラップタイムタイムをたたき出し、見
事優勝してしまいました。
結果、優勝は大谷部会長、2 位に酒田 YEG 大場清悦さん、
3 位に仲條委員長。表彰式及び懇親会をだるま寿司さんに
て行ないました。 リベンジと言う声もあるので、次年度に

大谷部会長爆走中! アベケン（阿部健太郎さん）
追撃。直線で追い抜けるか?

は第２戦も企画中です。ぜひ、皆さん参加ください！

仲條委員長、安定な走りの中、突如第４コーナーでハプニング。
「お〜っと！カーナンバー４ 脇屋がコースアウトだ〜！」

スタート準備。
左から伊藤克行さん、仲條税務委員長、酒田ＹＥＧ大場さん

「脇屋〜！大丈夫か〜！」 全員で駆け付け、救助作業。再度、レースに復帰し最後まで完走。第２戦でリベンジを！

カートソレイユ最上川
東北最大級ＪＡＦ公認国内常設レーシングカートコース
直線が長く、日本一の高速コースとのこと！

このカートで全長１０６３ｍを爆走
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租税教室 開催

社会貢献委員会

講師 庄内出羽人形芝居 人形師 津盛 柳貮郎 氏
9 月 19 日（水）女性部会と青年部会による、小学校を
対象とした租税教室を行いました。
第 1 会場 松原小学校 午前 10 時 30 分〜
第 2 会場 港南小学校 午後 1 時 30 分〜
初めての試みでしたが、子供達の笑いあり、驚きあり、
感激ありのまま閉幕しました。

租税の話

第 21 回 法人会全国青年の集い
愛媛大会
日付

１１月８日（木） 部会長サミット
１１月９日（金） 大会式典
会場
愛媛県県民文化会館
スローガン
「愛からはじめる、未来力」
記念コンサート 宮 本 信 子 氏
出席者
大谷正樹部会長、斎藤英輔副部会長

郷土美術館前にて

出羽人形ばやし傘おどり

企 業 訪 問

会員拡大委員会
平成 20 年 3 月 13 日に会員拡大委員会担当にて企業訪問を実施いたしました。今回は、独自の発想や
行動力、また、先見力を存分に発揮され、ご活躍の企業を訪問しました。お話の中で、両社の共通点が
ありました。それは「楽しく仕事をする」と言うことでした。
■袖浦花き会 指導農業士 阿部 尚光様
花卉ハウス見学

阿部様（写真左）

■菊勇株式会社 代表取締役 佐々木 雅晴 様
酒造蔵見学と懇談会

作業風景

アルストロメリア（４種）を紹介します。

佐々木社長様（写真左）
試飲会。あなたのお好みは？
「直販いたします。
主に、アルストロメリアと
試飲会の結果や
オリエンタルユリを作って
質問等で、懇談会は
いますが、その他、花束のご
大盛況でした。
用命も承ります。
常に新鮮さと安さで提供することを心がけています。
お届けは、注文頂いてから２〜３日後位です。
」
阿部尚光様
プチコーナー
※ご注文は、下記までお願いします。
佐々木社長様
携帯電話 090-4042-8747 阿部まで。
ありがとう
飲みっぷりっ！
「是非、ご利用ください。お電話、お待ちしております。
」 ございました
さすが、男気っ！齋藤副部会長

お知らせ：第１５回青年部会通常総会 平成 20 年 4 月 24 日（木） 午後 6 時 30 分〜 ル・ポットフーにて
通常総会終了後の懇親会は、青年部会ＯＢとの交流会を予定しています。是非ご参加下さい。

青年部会員増強について

ランナー

青年部会では部会員増強を目標に揚げております。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、皆様のご紹介をいただきたくお願い申しあげます。

社団法人 酒田法人会 青年部会

編集後記
編集に際しご協力いただいた皆様ありがとうございました。

〜青年部会だより〜
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