
●三沢ＪＣ
月　日 行　事　・　会　合 時間 場　　所 出　席　者

1月1日(金) 新年のご祈祷 10:00 中央院
新堂友和・西村・丸井・青島・
附田一仙・築井

初詣 12:00 雲龍大権現神社
新堂友和・西村・丸井・青島・
附田一仙・築井

商工会長表敬訪問 13:00 商工会長自宅
新堂友和・西村・丸井・青島・
附田一仙・築井

1月5日(火) 市長表敬訪問 9:30 市役所2F
新堂友和・西村・丸井・加澤・
中村・附田一仙

総務委員会第4回委員会 19:00 事務局 新堂友美・坂本・大野
1月11日(木) 地域活性化委員会第4回委員会 19:00 ホームカフェ 青島・附田一仙・河内

1月17日(水) 総務委員会第5回委員会 19:00 事務局
新堂友美・坂本・大野・築井・
川村

1月22日(月) 第1回三役会 18:00 事務局
新堂友和・築井・加澤・
附田一仙

第1回理事会 19:00 事務局
新堂友和・築井・加澤・
附田一仙・中村・長谷川・
丸井・渡辺

1月23日(火) 総務委員会第6回委員会 19:00 事務局 丸井・坂本・大野・新堂友美

1月25日(木) 2月例会　新年会 18:30 きざん三沢

新堂友和・西村・築井・
加澤・中村・附田・坂本・
大野・新堂友美・川村・
丸井・河内・青島・長谷川

1月29日(月) 総務委員会第7回委員会 19:00 事務局
新堂友美・坂本・大野・築井・
川村

1月31日(水) 第1回通常総会 18:00 商工会3階

新堂友和・長谷川・加澤・
渡辺・丸井・坂本・西村
・木村・築井・附田・
中村・新堂友美・河内

第1回臨時理事会 19:00 事務局

新堂友和・長谷川・加澤・
渡辺・丸井・西村・築井
・附田一仙・中村・
新堂友美

三沢青年会議所たからいち
第1回実行委員会

19:00 事務局
新堂友和・加澤・築井・
附田一仙・丸井・中村・長谷川

2月5日(月) 青少年委員会第2回委員会 19:00 事務局 中村・佐々木

2月6日(火) 第2回三役会 19:00 事務局
新堂友和・築井・加澤・
附田一仙

2月19日(月) 第2回理事会 19:30 事務局

2月15日(月) 第3回青少年育成委員会 19:00 事務局

2月20日(火)
三沢青年会議所たからいち
第2回実行委員会

19:00 事務局
新堂友和・加澤・築井・
附田一仙・丸井・中村・長谷川

2月22日(木) 地域活性化委員会第5回委員会 19:00 ホームカフェ 青島・附田一仙・河内

2月例会

東北青年フォーラムin MISAWA
勉強会

2月26日(月) 創立55周年第1回実行委員会 19:00 事務局
新堂友和・丸井・長谷川・西村・
大野・築井・附田一仙・加澤・
河内・中村・川村・佐藤・葛巻

3月1日(木) 児童交歓第1回実行委員会 19:00 事務局

新堂友和・佐々木・長谷川・
附田一仙・加澤・築井・中村・
大野・西村・新堂友美・佐藤・
木村

シーサーオープン第1回実行委員会 19:40 事務局

新堂友和・佐々木・長谷川・
附田一仙・加澤・築井・中村・
大野・安田・西村・新堂友美・
川村・佐藤・木村

3月2日(金)
三沢青年会議所たからいち
第3回実行委員会

19:00 事務局
新堂友和・加澤・築井・
附田一仙・丸井・中村・長谷川

3月6日(火) 第3回三役会 19:30 事務局
新堂友和・西村・築井・中村・
加澤

3月13日(火) 創立55周年第2回実行委員会 19:30 事務局
新堂友和・丸井・長谷川・西村・
大野・築井・附田一仙・加澤・
河内・中村・葛巻

3月15日(木)
シーサーオープン・児童交歓
第2回合同実行委員会

19:00 事務局 中村・佐々木

地域活性化委委員会第6回委員会 14:00 昌月園 青島・附田一仙・河内

3月19日(月) 第3回理事会 19:30 事務局
新堂友和・西村・築井・附田一
仙・加澤・中村・丸井

3月20日(火)

3月例会　市長懇談会
～公益社団法人三沢青年会議所活動
報告会～

18:15 きざん三沢
新堂友和・西村・築井・大野・
附田一仙・加澤・中村・木村・
新堂友美・青島・佐々木

3月26日(月)
三沢青年会議所たからいち
第4回実行委員会

19:00 事務局
新堂友和・西村・築井・
附田一仙・加澤・中村・丸井・
長谷川・木村・大野

3月26日(月) 地域活性化委委員会第7回委員会 16:00 昌月園 青島・附田一仙・河内

2月23日(金) 18:00 きざん三沢

新堂友和・西村・中村・大野・
木村・附田一仙・新堂友美・
佐藤・河内・坂本・丸井・加澤・
長谷川・川村

新堂友和・築井・中村・
附田一仙・加澤・西村・
丸井・長谷川・新堂友美



4月3日(火) 第4回三役会 19:30 事務局
新堂友和・西村・築井・
附田一仙・加澤

人間力拡大推進室会議 19:00 中央院
長谷川・新堂友美・坂本・築井
大野

4月5日(木) 地域活性化委員会第8回委員会 14:00 昌月園 青島・附田一仙・河内
4月16日(月) 青少年委員会第3回委員会 19:00 事務局 中村・佐々木

4月17日(火) 第4回理事会 19:30 事務局

新堂友和・西村・築井・
附田一仙・加澤・中村・
丸井・新堂友美・青島・
佐々木・濱田

4月20日(金) 4月例会第3回異業種交流会 18:00 三沢ボウル
新堂友和・中村・加澤・築井・
西村・新堂友美・大野・木村・
河内

4月23日(月)
三沢青年会議所たからいち
第5回実行委員会

19:00 事務局
新堂友和・加澤・築井・
附田一仙・丸井・中村・長谷川

4月23日(月) 地域活性化委員会第9回委員会 22:00 ホームカフェ 青島・附田一仙・河内

5月1日(火) 創立55周年第3回実行委員会 19:30 事務局
新堂友和・丸井・長谷川・西村・
大野・築井・附田一仙・加澤・
河内・中村・葛巻

5月8日(火) 第5回三役会 19:30 事務局
新堂友和・加澤・西村・
築井・附田一仙・中村・加澤

5月9日(水)
シーサーオープン第3回
実行委員会

19:00 事務局

新堂友和・佐々木・長谷川・
附田一仙・加澤・築井・中村・
大野・安田・西村・新堂友美・
川村・佐藤・木村

5月10日(木) 児童交歓第3回実行委員会 19:00 事務局 中村・佐々木

5月15日(火) 第5回理事会 19:30 事務局
新堂友和・西村・築井・
附田一仙・加澤・丸井・
長谷川・新堂友美・青島

5月17日(木) 5月例会セレモニー 19:30 事務局
新堂友和・築井・中村・
附田一仙・加澤・大野・
丸井・木村・西村

創立55周年第4回実行委員会 20:30 事務局
新堂友和・築井・中村・
附田一仙・加澤・大野・
西村・丸井・長谷川

5月20日(日)
第27回シーサーオープンチャリ
ティーゴルフトーナメント

6:00
ゴッサーメモリア

ルゴルフ場

新堂友和・築井・中村・
坂本・大野・丸井・佐々木・
西村・佐藤・木村・青島・
秋田・葛巻

5月21日(月) サマフェス実行委員会 19:30 事務局
新堂友和・築井・長谷川・
附田一仙・加澤・大野・木村

5月22日(火)
三沢青年会議所たからいち
第6回実行委員会

19:00 事務局
新堂友和・築井・長谷川・
附田一仙・加澤・大野・木村

5月23日(水)
児童交歓第1回
オリエンテーション

18:00 事務局
新堂友和・築井・中村・
加澤・西村・佐々木・葛巻

5月24日(木) 地域活性化委員会第11回委員会 11:00 昌月園 青島・附田一仙・河内

5月30日(水)
児童交歓第2回
オリエンテーション

18:00 事務局 築井・中村・加澤・西村・佐々木

6月4日(月) 創立55周年第3回リハーサル 18:00 きざん三沢
新堂友和・丸井・長谷川・西村・
大野・築井・附田一仙・加澤・
河内・中村・葛巻・川村・佐藤

6月5日(火) 創立55周年第4回リハーサル 18:00 きざん三沢
新堂友和・丸井・長谷川・西村・
大野・築井・附田一仙・加澤・
河内・中村・葛巻・川村・佐藤

第6回三役会 19:30 事務局
新堂友和・築井・西村・
加澤・中村

6月6日(水)
児童交歓第3回
オリエンテーション

18:00 事務局
築井・中村・加澤・西村・佐々
木・葛巻

6月7日(木) 創立55周年第5回実行委員会 19:30 事務局
新堂友和・丸井・長谷川・西村・
大野・築井・附田一仙・加澤・
河内・中村・葛巻・川村・佐藤

6月9日(土)
創立55周年じゃがいも
ゴルフコンペ

10:00
軽米カントリー

クラブ
新堂・丸井・木村

6月10日(日) 創立55周年記念事業 15:00 きざん三沢

新堂友和・西村・附田一仙・
中村・加澤・木村・佐々木・
築井・佐藤・大野・長谷川・
河内・川村・丸井

6月13日(水)
児童交歓第4回
オリエンテーション

18:00 事務局
築井・中村・加澤・西村・佐々
木・青島・葛巻

6月17日(日) からあげグランプリ説明会 18:00 事務局
新堂・西村・附田一仙・
中村・青島・佐藤・木村・河内

6月18日(月) 第6回理事会 19:30 事務局
新堂友和・西村・築井・
附田一仙・中村・加澤・丸井・
佐々木・青島・長谷川・濱田

6月19日(火)
6月例会　第21回三沢・沖縄
児童交歓事業（送り出し）
児童交歓最終説明会

17:30 事務局

新堂友和・中村・加澤・
附田一仙・築井・長谷川・
木村・佐藤・青島・
佐々木・新堂友美



三沢青年会議所たからいち
第7回実行委員会

19:00 事務局
新堂友和・中村・加澤・
附田一仙・築井・長谷川・
木村・佐藤・青島・西村

6月21日(木) 児童交歓出発式 9:00 三沢空港
新堂友和・丸井・築井・
渡辺・木村・西村・加澤・
青島・附田一仙

6月25日(月) 児童交歓到着式 18:00 三沢空港
新堂友和・築井・長谷川・
木村・佐藤・青島・西村

7月2日(月) 理事長・監事選考委員会 20:00 事務局
中村・加澤・附田一仙・
丸井・長谷川・築井・
濱田・新堂友和

7月5日(木) 第7回三役会 19:30 事務局
新堂友和・西村・中村・
附田一仙・加澤・築井

三沢青年会議所たからいち
第8回実行委員会

19:00 事務局
新堂友和・加澤・築井・
附田一仙・丸井・中村・長谷川

7月17日(火) 第7回理事会 19:30 事務局
新堂友和・築井・
附田一仙・加澤・中村・
新堂友美・青島・佐々木

7月18日(水) 児童交歓報告会 18:00 事務局
中村・加澤・長谷川・
築井・木村・佐藤・葛巻

7月19日(木) 総務委員会第8回委員会 19:00 事務局 川村・大野・新堂友美
7月20日(金) 総務委員会第9回委員会 19:00 事務局 坂本・大野・新堂友美

7月23日(月)
三沢青年会議所たからいち
第9回実行委員会

19:00 事務局
新堂友和・加澤・築井・
附田一仙・丸井・中村・長谷川

7月25日(水)
7月例会
公選理事候補者選挙

18:00 事務局

新堂友和・西村・中村・
附田一仙・加澤・長谷川・
築井・新堂友美・青島・
佐藤・大野・坂本・河内・
葛巻・附田暁

7月30日(月) 第4回サマフェス実行委員会 19:30 事務局
大野・加澤・中村・
附田一仙・青島・河内・
新堂友和・西村・坂本

7月31日(火)
三沢青年会議所たからいち
第10回実行委員会

19:00 事務局

新堂友和・西村・中村・
附田一仙・加澤・丸井・
築井・青島・大野・河内・
葛巻

8月7日(火) 第8回三役会 19；30 事務局
新堂友和・西村・中村・
附田一仙・加澤・築井

8月8日(水) サマフェス参加団体説明会 18:00 商工会3階
新堂友和・西村・附田一仙・
加澤・青島・築井・
木村・大野

8月10日(金)
三沢青年会議所たかからいち
第11回実行委員会

19:30 事務局
新堂友和・西村・中村・
加澤・築井・大野・河内・
葛巻・附田暁・北

8月15日(水)
三沢青年会議所たかからいち
第12回実行委員会

19:00 事務局
新堂友和・西村・中村・
加澤・附田一仙・大野・
丸井・新堂友美

8月16日(木) 第8回理事会 19:30 事務局
新堂友和・築井・
附田一仙・中村・加澤・
丸井・長谷川・濱田

8月23日(木) 8月例会セレモニー 20:00 事務局

新堂友和・西村・附田一仙・
加澤・青島・築井・長谷川・
大野・坂本・中村・河内・安田・
佐藤・北

8月25日(土)
8月例会　第38回三沢国際
サマーフェスティバル

11:00 アメリカ村広場

新堂友和・西村・附田一仙・
北・青島・築井・加澤・長谷川・
丸井・新堂友美・附田暁・中村・
秋田・坂本・川村・安田・佐藤・
池亀・大野・河内

8月28日(火)
三沢青年会議所たかからいち
第13回実行委員会

19:00 事務局

新堂友和・加澤・長谷川・
大野・坂本・丸井・
附田一仙・附田暁・中村・
新堂友美・西村・築井

8月31日(金) 三沢市長表敬訪問 8:45 三沢市役所

新堂友和・加澤・長谷川・
坂本・丸井・木村・川村・
附田一仙・附田暁・中村・
新堂友美・西村・築井・北

大会成功祈願祭 11:00 氣比神社
新堂友和・築井・加澤・中村・
丸井・長谷川

9月1日(土)
ミサワジャンクフード
フェスティバル

9:00 三沢航空科学館
丸井・中村・西村・坂本・佐藤・
玉城・葛巻・附田暁・秋田

9月1日（土）～
9月2日（日）

東北青年フォーラムin MISAWA 10:00
国際交流スポーツ

センター

新堂友和・佐藤・築井・長谷川・
加澤・木村・中村・西村・丸井・
大野・坂本・玉城・附田一仙・
附田暁・新堂友美・青島・
河内・葛巻・秋田

9月4日(火) 第9回三役会 19:30 事務局
新堂友和・築井・加澤・
中村・附田一仙

9月5日(水) 児童交歓実行委員会 19:00 事務局
佐々木・中村・葛巻・
川村・附田一仙・加澤・
佐藤・築井

9月6日(木) 地域活性化委員会第12回委員会 21:00 ホームカフェ 青島・附田一仙・河内



9月18日(火) 第9回理事会 19:30 事務局

新堂友和・築井・加澤・
中村・丸井・附田一仙・
青島・佐々木・濱田・
長谷川

9月25日(火) 地域活性化委員会第13回委員会 18:00 ホームカフェ 青島・附田一仙・河内・附田暁

9月26日(水) 9月例会第1回臨時総会 18:00 きざん三沢

西村・長谷川・新堂友和・
新堂友美・加澤・附田一仙・
坂本・河内・築井・大野・北・
川村・附田暁・中村・濱田

9月27日(木) 地域活性化委員会　実行委員会 18:00 ホームカフェ
附田一仙・青島・河内・
附田暁

10月2日(火) 第10回三役会 19:30 事務局
新堂友和・附田・中村・
加澤・築井

10月9日(火)
東北青年フォーラムスタッフ
会議

19:30 ホームカフェ
新堂友和・築井・加澤・中村・
丸井・長谷川

10月10日(水) 次年度理事予定者顔合わせ 19:00 事務局
中村・佐々木・築井・大野・
附田暁・北・葛巻・加澤・長谷
川・

10月16日(火) 第10回理事会 19:30 事務局

新堂友和・築井・
附田一仙・中村・加澤・
丸井・長谷川・青島・
佐々木・濱田

10月17日(水) 2019年度第1回理事予定者会議 19:00 事務局

中村・佐々木・築井・
加澤・大野・附田暁・
河内・葛巻・北・長谷川・濱田・
丸井

10月22日(月) 第2回三役予定者会議 19:00 事務局
中村・新堂友和・築井・
加澤

10月25日(木)
10月例会
収益事業の検討例会

18:30 事務局

新堂友和・附田一仙・
中村加澤・築井・
新堂友美・坂本・大野・北・青
島・河内・安田・
附田暁

10月29日(月)
東北青年フォーラム報告会
並びに第52代渡辺卓也先輩を
偲ぶ会

18:30 きざん三沢

新堂友和・西村・
附田一仙・中村・加澤・
築井・丸井・新堂友美・
坂本・川村・大野・佐藤・河内・
佐々木・附田暁

10月30日(火) 第5回サマフェス実行委員会 19:30 事務局
新堂・附田一仙・青島・
中村・築井・大野・河内・長谷川

10月31日(水) 創立55周年第6回実行委員会 19:30 事務局
新堂友和・西村・大野・築井・
附田一仙・加澤・中村・河内

11月5日(月) 2019年度第2回理事予定者会議 19:00 事務局
中村・新堂友和・佐々木・
築井・加澤・附田暁・河内・
葛巻・北・長谷川・丸井・濱田

11月6日(火) 第11回三役会 19:30 事務局
新堂友和・西村・
附田一仙・中村・加澤・
築井

11月13日(火)
11月設立記念例会
三沢青年会議所の歴史と
設立55周年記念報告会

18:00 きざん三沢
附田一仙・附田暁・大野・
青島・加澤

2019年度第3回三役予定者会議 19:00 事務局
中村・新堂友和・佐々木・
築井・加澤

11月16日(金) 2019年度第3回理事予定者会議 19:00 事務局
中村・佐々木・築井・
加澤・大野・附田暁・
河内・葛巻・北・長谷川・濱田

総務委員会第10回委員会 19:00 事務局 新堂友美・大野・坂本・築井

11月20日(火) 第11回理事会 19:30 事務局

新堂友和・西村・築井・
附田一仙・中村・丸井・
長谷川・新堂友美・青島・
濱田

11月21日(水) 2019年度第4回三役予定者会議 19:00 事務局 中村・新堂友和・築井・加澤

11月23日(金)
遊び学べる環境づくり
事業説明会

19:30 商工会3階

新堂友和・中村・加澤・
築井・西村・坂本・川村・大野・
北・佐藤・河内・佐々木・葛巻・
附田暁・長谷川

11月24日(土) 遊び学べる環境づくり事業 8:00
三沢国際交流
教育センター

中村・西村・附田一仙・
新堂友美・青島・河内・
佐藤・佐々木

12月3日(月) 2019年度第5回三役予定者会議 19:00 事務局
中村・新堂友和・築井・
加澤

12月4日(火) 第12回三役会 19:30 事務局
新堂友和・西村・
附田一仙・中村・加澤・
築井

12月7日(金) 2019年度第5回理事予定者会議 19:00 事務局

中村・新堂友和・築井・
加澤・大野・附田暁・
木村・河内・葛巻・北・
長谷川・丸井

12月11日(火) 2019年度第6回三役予定者会議 19:00 事務局
中村・新堂友和・佐々木・
築井・加澤



12月14日(金) 2019年度第6回理事予定者会議 19:00 事務局
中村・佐々木・築井・
大野・附田暁・河内・
葛巻・北・長谷川・濱田

12月18日(火) シーサーオープン第4回実行委員会 19:00 事務局
新堂友和・中村・築井・附田一
仙・

12月19日(水) 12月例会卒業式・忘年会 17:30 きざん三沢

新堂友和・築井・中村・濱田・
川村・附田一仙・加澤・葛巻・
大野・青島・丸井・西村・
新堂友美・滝本・坂本・
附田暁・河内・北

12月21日(金) 2019年度第7回三役予定者会議 18:30 事務局 中村・新堂友和・築井・加澤

2019年度第7回理事予定者会議 19:00 事務局
中村・新堂友和・築井・
加澤・附田暁・河内・北・
長谷川

12月27日(木) 第12回理事会 18:00 事務局

新堂友和・西村・築井・附田一
仙・加澤・中村・新堂友美・長谷
川・
濱田事務局大掃除 15:00 事務局 新堂友和・附田一仙・築井・西村


